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銭 湯 に つい て

２月

日「すまいる亭」の杉山六 郎さ んの

講演より
この関東に銭湯という仕組みが持 ち込 まれ

たのは徳川家康が関が原の戦いで勝 利す る以
前 です 。江 戸の 土地 整備 のた めに 地方 か ら
呼 んだ 労働 者達 の為 に伊 勢か らオ ーナ ー が
きて銭湯を開きました。
蒸し 風呂 で狭 い中 、お 湯を 沸か して 蒸 気
で 身体 を温 める のが 最初 のや り方 でし た 。
今 の値 段で 円 位で した 。一 般の 家庭 でな
ぜ 風呂 が発 達し なか った のか 、そ れは 薪 が
高 かっ たか らと 上水 が豊 富に なか った 為 で
す 。上 水は 井戸 水が 主で 、行 水か 身体 を 拭
くことでお風呂の役割してました。
その後、需 要が 増え 値段 を少 し
上げ、江戸には 銭湯 が最 盛期 は
軒位ありまし た。 初期 のこ ろは 混

女は湯もじ（ 浴衣 ）を 身に 着け て
入浴しました 。熱 が逃 げて しま う
為、窓はなく ほの かな 行灯 の光 で
明りをとり湯 気が 逃げ ない よう に
ざくろ

柘榴口という 狭い 入口 から 入り ま
した。真っ暗 の中 、入 る時 には 前

う 手足 がぶ つか らな いよ うに そう いう 文 言

て ます 」み んな に冷 たい 身体 が触 らな い よ

を 隠し て「 冷え 者で ござ いま す」 「枝 が 出

柘榴口

ので、その後は褌も湯もじも 身に つけ ずに 男

入りました。付けたままでは 風呂 水が 汚れ る

を言うしきたりがあり、お互 いに 気を 使っ て

で髪を結ってました。

をつぶした油やびんつけ（松やに油を混ぜる）

か洗いませんでした。ごま 油・ 椿油 ・く るみ

後が大変な為に、月に１回 か、 半月 に１ 度し

な桶）・小桶を借りるお金を月 円 払っ て自
由にお湯を使う権利を得ら れま した 。留 め桶

すぎると三助に怒られまし た。 留め 桶（ 大き

銭湯でお湯の量は少ない ので 、お 湯を 使い

きれいでした。

にくく、甘いのは干し柿程 度で した ので 歯は

先端をつぶしたものでした 。砂 糖は 手に 入り

売りから買い使用し、はぶ らし の主 流は 柳の

歯磨きはあわ砂と塩を混 ぜた 物を 歯磨 き粉

女とも裸で入りました。
年代、幕府は風紀が乱れ るの で混 浴を 廃

止し、男女別にしましたが、 浴槽 が一 つで 板
で仕切られ、潜水すれば隣の 風呂 に潜 り込 め
る状態でした。
当時、江戸は８ 対 ２ で 男 性 人 口 が 多 く 、
（地方から来た労働者や大名 行列 で下 級武 士
がたくさんが来た為）、その うち に銭 湯は 、
ゆ な

男性の身体や髪をとかしたり する 湯女 を置 く
ようになりました。風紀が乱 れる と幕 府は 禁
止令を出しましたが、湯女の 方が 吉原 の遊 女
にあ がれ 、囲 碁

や私設の岡場所より料金が安 いの で繁 盛し ま
した。倍の湯銭を払うと２

や将棋ができ女湯も覗ける男性天国でした。
お風呂の道具として垢すりは
手拭い、へちまを使いました。
へちまを栽培して酒樽に浸して
腐らせて自分でへちまの垢すり
を作ってました。また、子供か
ら大人まで手足にあかぎれがで
き、お風呂で割れたところを軽
石でこすってました。他に肌を
ぬか

美しくするために糠袋（糠は米
油が入っている）・うぐいすの
ふん・大豆をたたいて大豆の油
で磨きました。男性は毛切り 石（ 石で たた い
て性毛を切る）も持って入りました。
江戸時代は髪を洗うのが大 変な のと 洗っ た

ぜひ、子供達を連れていってみてください。

を教えてもらう場所が銭湯 です 。月 に一 度は

下湯をしてから上がり湯に入る生活のマナー

湯のみになりました。

湯５丁目新柳湯、６丁目又 六湯 、７ 丁目 草津

現在 、南 千住 では １ 丁 目 は 大 勝 湯 、 弁 天

チップを払っていました。

気を祓う）冬至（ゆず湯） に粋 な人 は番 台に

疥癬ができない）、五月の 節句 （菖 蒲湯 で邪

また、元旦・桃の節句（ 桃の 葉を 入れ ると

勤めた番頭や主人か奥さんでした。

たかったでしょうが、番台 に座 れる のは 長年

ます。男性は三助と番台に 座る のが やっ てみ

現在は日暮里駅前の斉藤湯 だけ が三 助が おり

三助に背中を流すお客さんを知らせてました。

番台で拍子木１回で男、 女は 拍子 木２ 回で

して迎えられるので優越感 を得 られ まし た。

を持って入る人は、拍子木 でし ゃん しゃ んと
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浴で、脱衣所 も一 緒で 男は 褌姿 、
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