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＜まえがき＞ 

 

新緑の息吹を感じつつ日光道中を歩き終えたのが５月９日。その丁度１週間後にメンバー

全員の都合が揃った。いよいよ「奥州道中」である。五街道ウオークの掉尾を飾りたいも

のである。 

しかし、奥州については、あまり知らない。山仲間の吉田（福島・会津）、佐藤（岩手・山

田）、吉沢(山形・米沢)などが存命であったら吾らの認識も理解も随分違ったものになって

いただろう。彼らは夫々に気骨に満ち、奥州を背負って江戸に出て来ていたような気がす

る。      

さて、今回は「奥州道中」の終点を目指す。しかし、それは奥州へのほんの入り口に過ぎ

ない。所謂、仙台街道・４号と会津街道・２９４号が分れる「白河市女石」まで、宇都宮

から 21 里１８町１４間半（８５．１Ｋｍ、距離は資料により様々。標高差は宇都宮 122ｍ、女石 342

ｍ 最高地点は下野・陸奥の「境の明神」402ｍ）、世に名高い「白河関」は通らない。奥州道中

から６～７Ｋｍ離れているから無理だ、と予習十分な恭リーダーと宮さんが予告する。 

（此処で小生の予習の１部を「まえがき」させて頂く） 

奥州はいかにも“遠く遥かな”処である。 

「陸奥・みちのく」はもと「道奥・みちのおく」で、古事記には「道

奥」、日本書紀には「陸奥」とあるそうだが、大和中央政権、畿内から

見て、山道（のちの東山道）と海道（のちの東海道）の奥にある国・

地域ということだ。そして、其処に住む不服従の人達を異族視して「蝦

夷・えみし・えびす・えぞ」と呼んだ。 

（＊小生はどうもこの「蝦夷」と言う言葉が好きになれない。｢夷｣は古代中国の「東

＜奥州道中終点・白河女石  夷、北狄、南蛮、西戎・全て外側の野蛮な異民族」から来ているのだろう。

今、仙台藩士戊辰戦没之碑が建つ＞ わが国で、この「夷」は「尊皇攘夷」と称して幕末、維新まで使わ

れてきた。また、「蝦夷」は古くは「毛人」と書き、ともに「えみし」と読んだ。「蝦・えび」の字は「毛

人」と同じく髭をはやしてエビに似ているからつけたという説がある。その他諸説があるようだが「夷」

が東の異民族を指す字で、中華思想を日本中心に当てはめたもの、と言う事だけは定説のようだ。 

まあ、「蝦夷・えみし」には「強くて勇敢、田舎・辺境の勇者」という語感もあったようで、６４５年に中

大兄皇子、藤原鎌足に滅ぼされた蘇我稲目、馬子に続く「蘇我蝦夷・えみし」はそれを物語っているかも

知れない。更に横道だが、日本書紀に大和朝廷の初期、景行～仁徳天皇の５朝に仕え偉功があったという

記紀伝承上の武内宿禰が北陸及び東方諸国を視察して「東の夷の中に日高見国があり、その国の人、男女

とも文けて（刺青をして）勇みこわし。是をすべて蝦夷という。討ち取るべし・・」とあるそうだが、蘇

我氏はこの武内宿禰の１子孫の由で、「蝦夷・えみし」と名乗る謂われもあるか。） 

 

伝承の時代から下って飛鳥時代(７世紀)、蝦夷は現在の宮城、山形以北の東北地方と北海道

の大部分に住んでおり、６５８年に阿倍比羅夫がこれを討つているが、なかなか大和政権
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に従わず攻防が繰り返された。朝廷は７１９年に奥羽地方を統治する官職として「按擦使・

あぜち」を設け、７２４年に大野東人が「多賀城」を建設し蝦夷支配の拠点として服従さ

せようとするがはかばかしくは進まなかった。 

漸く、平安時代の初め、桓武天皇の７９７年、坂上田村麻呂が第２代の「征夷大将軍」（初

代は大伴弟麻呂。大伴家は元々軍事貴族で大伴家持は７８５年に征東将軍に任命されている。蝦夷を征討

する「征夷」という職名も気に沿わないが、頼朝も尊氏も「征夷大将軍」の位を貰って幕府を開いた）に

任命され、卓越した武勇を発揮し、拠点の多賀城からさらに北に胆沢城を築いて攻撃を加

え、８０２年、遂に蝦夷軍の指揮官・アテルイ（阿弖流為）とモレ（母禮）が投降し、ほ

ぼ一段落した。（＊両名は都に送られ、田村麻呂の助命嘆願にもかかわらず処刑された。田村麻呂は清

水寺を建立した人として知られるが、今、その清水寺の境内には「北天の雄、阿弖流為、母禮」という顕

彰碑が建立されている） 

奥州３関（東山道の「白河関」、東海道の「勿来関」、北陸道の「念珠関」）の役割もこの頃

から薄れて行ったのだろうか。何時設置されたか（「勿来」は文字通

り「夷人出てくるな」で、これは蝦夷・えみし が弥生の稲作文化・定住に

馴染まず、縄文時代からの狩猟・採集の暮らしを続けていて、はみ出してく

るのを止める、のが狙いだったようだ。その設置の時期となると８３５年の

太政官符に「関を置いて以来４００余年・・」とあるそうだが）何時廃止

されたか（平安後期には有名無実か）は判然としないという。（因みに、

鈴鹿、不破、愛発の古代３関は７０１年に設置され７８９年には廃止されて

いる）そして、白河関はその場所もどこであったか？長く歴史の ＜東山道に属する国と道＞ 

襞に埋もれたままだったようだ。 

（朝廷に服属した蝦夷は「俘囚・ふしゅう」とか「夷俘・いふ」と呼ばれ、前者には完全に服従した異民

族という、後者には同化の程度が低い蝦夷という意味があったようだ（どちらにして、あまりいい呼び名

ではないな）９世紀後半から１１世紀末にかけて、この「俘囚」の叛乱があった。１０５１年には俘囚長

の安部頼良が源頼義に反旗を翻す「前九年の役」があって安倍氏が滅び、１０８３年には俘囚の清原氏が

源義家（八幡太郎義家）に亡ぼされる「後三年の役」を経て、奥州は藤原氏の時代となるが、藤原氏も源

頼朝に攻められて奥州は関東武士の支配下に入った。） 

 

かくして、平安中期の頃からは陸奥は不服従異属の地域ではなくなり、都の公家や歌人に

とっては、「まだ見ぬ遥かな土地、憧れと好奇心の対象」として歌や物語にはやされた。 

その初めは「嵯峨天皇の皇子で臣籍に下り、優雅・奔放に生きた「源融・８２２～９５」

ではないか、彼こそ陸奥好きの第一世代の人」と司馬さんは言う。（六条河原に壮麗な別荘・河

原院を構え、世に河原左大臣と言われ、宇治の別荘跡には藤原道長、頼通が平等院を建て、嵯峨の山荘・

棲霞観の跡には釈迦堂が建った。河原院・今日の通称・枳穀邸は方八町の広大なもので、贅を尽くした庭

園は「京における小さなみちのく」と言われ、奥州塩釜の景色をうつしたものだったそうだ。源融の「陸

奥のしのぶもじずりたれゆえに乱れんと思ふわれならなくに」（乱れそめにし）の信夫・しのぶ や捩摺・
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もじずり は歌詠みにとっては必ず心得ておくべき固有名詞になったという。中山道を歩き終えた時、三

条大橋から高瀬川にそって、枳穀邸の延々と続く築地塀に沿って京都駅まで足を引きずった事を思い出す） 

 

源融によって火をつけられた奥州ブーム？は久しくさかえる。挙ればきりがないが、 

・平兼盛（？～９９０、三十六歌仙の１人）の「便りあらばいかで都へ告げやらむ今日白河の関は越えぬ

と」（何だか在原業平、８２５～８８０）の「名にし負わばいざ言問わむ都鳥・・」の歌に似ているが、都

を離れ、はるばる東国に来て抱く思いを伝えたい、というところは共通のようだ） 

・清少納言（１０世紀末～１１世紀）の枕草子の１０７段には「はるかなるもの」との書き出しで「・・

陸奥国へいく人、逢坂越ゆるほど。うまれたる稚児の、おとなになるほど。大般若の読経一人してはじめ

たる。」とある。これらの比喩が如何にも面白い。稚児が大人になる長さ、６００巻の大般若経を読み終わ

るには、そして、陸奥へ行く人がほんの近江との境の逢坂山を漸く越えたばかり・・というのだ。 

・能因法師（９８８～１０５０？）は“都おば霞と共に・・”と実際に行って来たかのような歌を残した

が、司馬さんは事の真偽は兎も角、これが「薩摩に行ってきましたでは詩情がわかない、それだけ陸奥は

京・平安人にとっては、まだ知らぬ遥かなる魅力の地だった」と書いておられる。なるほど！ 

・西行（１１１８～１１９０）は生涯で２度（北面の武士であったが２３歳で出家し２９歳の時、能因法

師の足跡をたどると言って同族の藤原秀衡を平泉に訪ね、また６９歳のとき、約束の金を送ってくれるよ

うに催促してくれ、と東大寺再興に心血を注ぐ重源に頼まれて“年たけてまた越ゆべしと・・”、と陸奥に

旅をしているが道中、都人の陸奥への思いを掻き立て、身近なものにするような多くの歌を詠んでいる。 

「関の役割」は消えたが、都人の詩想や歌枕としては生き続けてきた、と言えようか。 

 

芭蕉は、その後４００年も経た１６８９年・元禄２年に「・・片雲の風に誘われて漂泊の

思ひやまず、・・春たてる霞の空に白河の関を越えん・・」として江戸・深川を出発した。 

３月２７日に「採荼庵」を出て、日光（あらたふと青葉若葉の日の光）に立ち寄り、４月

２０日に｢白河｣に着いた。しかし、夢にまで見た？｢白河関｣が何処か判然しない事に戸惑

ったようだ。奥州道中にある「境の明神」（旧陸羽街道が秀吉の頃に奥州道中とされたもので関所

の記述はない）か「旗宿」（東山道は伊王野谷から三蔵川に沿って北上、旗宿を通って白河に出ていた）

か、夢は幻となり、翁は１句も残していない。｢白河関跡｣は芭蕉が訪れた１００年以上も

後、１８００年、白河藩主・松平定信（吉宗の孫）によって、考証され、「旗宿」の一角と

特定された。（その後も遺構や陶器なども出てきて、今はその地に「白河関跡」の碑が建っている） 

 

芭蕉はまだ見ぬ奥州へ向けて期待と不安を抱えながら

６００里、１５０日に及ぶ大行脚に踏み出したが、「心

もとなき日数を重ねるままに白河の関にかかりて旅心 

さだまりぬ」と、愈々これからだ！と決意しているが

＜松平定信により特定された関跡・転載＞ 吾らはその奥州の入り口、「白河の地」を終着

点としている。  芭蕉翁、曾良さん、どうぞ気をつけて 
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（１） ２０１３年５月１６日（木）晴 宇都宮宿 白沢宿 氏家宿 

佐薙 鈴木 高崎 松尾 宮川 石和田 距離 17.9Ｋｍ 時間 7Ｈ（5Ｈ30ｍ）歩数 28.000 

 

６：５９ 宇都宮駅集合  

 ７：０４ 宇都宮発 篠原家 宇都宮藩処刑場跡 地蔵尊 

 ８：２０ 小休止 稚児坂 白沢宿入り口 

１０：０５ 白沢地蔵 やげん坂 江戸の公衆便所 白沢宿内 水車 本陣（宇賀地家） 

１０：３０ 白沢宿外 西鬼怒川 白沢一里塚 鬼怒川堤防上を歩く 鬼怒川渡し場跡 

１１：１０ 鬼怒川・阿久津橋 渡橋 

１１：４０～１２：０５昼食「勝山」（３/１１地震で倒壊、新築店舗）チチタケ（乳茸）う

どん・そば 

１２：４５ 将軍地蔵 お伊勢の森・天照皇大神 

１３：１５ 雨模様 東北本線踏切 田圃の中 馬頭観世音 道標 西導寺 

１３：４０ 雨止む 

１３：４５ 氏家駅着 鈴木、宮川 帰宅 

１３：５５ ホテル清水荘着（４人１部屋、ＮＨＫ・ＴＶ 写らず？？） 

 

１）さあ、いよいよですぞ 

       宇都宮宿は日光・奥州道中で最大の宿場、参勤交代で通る大名家は４２、東海道（１４

６）に次ぐ多さで、平安、鎌倉の頃のよう

な未開の地域・陸奥・奥州とは雲泥の差だ。 

      本陣２、脇本陣１、旅籠４２、宿内の家数 

      １２１９、人口６４５７（江戸末期）であ

った。（現在の人口は５１万余、東の水戸、西の

前橋に比べて遥かに多い） 

      宿場は「二荒山神社」の門前町として、始

まり、交通の要衝、日光への社参で賑わってきた＜６人揃い踏み・誰～が横綱、大関か＞ 

      「宇都宮」の名前は当地の「二荒山神社＝宇都宮大明神」からだそうだが、これが、やや

っこしい！（・服従しない者を征討する宮「うつ・討つ・の宮」、・日光から移し奉った｢うつしの宮｣、・

下野国「一の宮」の転化など。しかし、日光と宇都宮のニ荒山神社の祭神は異なる。因みに宇都宮・二荒

山神社の祭神は「豊城入彦命・とよきいりひこのみこと」で崇神天皇の第一皇子、ＢＣ・５０年、大和よ

り下って東国を治定した。創建は仁徳天皇の御代に下野国の国造に任ぜられた奈良別王が豊城入彦命を祀

ったと伝えられている。 

       他方、日光・二荒山神社は「男体山には縁結びの大己貴命・おおなむちのみこと」、女峰山には、子授け、

安産、子育ての「田心姫命・たごりひめのみこと」、太郎山には農業、漁業の「味耜高根命・おじすきたか

ねのみこと」が７６７年、勝道上人によって祀られた。 まあ、観音菩薩のすまう「補陀洛山」から「ふ
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たら・二荒・・・」から付けられたであろうこと、どちらも当初は祭主は下毛野氏であったこと、などを

信じてよしとしておこうか。アバウトだが仕方ない） 

      宇都宮宿は南北２０町、東西１８町という大きなもので、宿場の中心辺りは先に日光への

道すがら通ったが、往時の面影は殆どなかった。 

      今や宇都宮は大都会である。朝、首都圏への通勤者と思しき人達が黙々と一方向へ急いで

いた。 

      我等も出来るだけ早く「都会」から抜け出したい、と車や人の流れに逆らって足を運んだ。 

 

２）申年生まれのおばあさん、有難う 

宇都宮駅前をスタートして、間もなく、江戸時代から醤油醸造業や肥料商を営み、重要文

化財に指定されている旧篠原家住宅を通過、交番の若いお巡りさんの案内に恭リーダーが

すかさず疑念を抱き軌道修正（車社会のお巡りさんが幹線道路の４号を教え、リュックを背負った年

寄りグループの意図など察しないのは当たり前か。怒るな、落胆するな、・・）して奥州街道・氏家―

宇都宮線、県道１２５号に入り凡そ１時間、宇都宮藩処刑場跡地に立ち寄った。 

日光道中、千住宿手前の「小塚原」といい、ど

うも生々しいのだが、これが歴史を語ってくれ

るのだから謙虚な心で向き合うこととなる。 

看板など無いがリーダーの嗅覚で角のお店やで

質問。相当に年輪を重ねた「おばあさん」が 

そろそろと「突っ掛け」を履いて出てきてくだ

さり、なんと、その場所まで案内して下さった。 

聞けば「申年生まれ」と仰しやる。 

＜処刑された場所に建つ念仏供養塔＞  同じ「干支」のものは吾らの中にも居ますが？ 

いやいや、恐れ入りました！一回り違う。今や９２歳。ご親切、有難う。お達者でね。 

（街道歩きでは多くのおばあさんに元気をもらったな。 

何故か「おじいさん」ではない。僕らがおじいさんだか

らいいか。箱根の「さつき荘」、すんだ食器を台所まで運

ぼうとしたら、これは私の仕事、９０歳。白須賀宿手前

の塩見坂三叉路で看板を見ていたら呼び止められて、布

で編んだ小さな草履を道中安全のためとプレゼントされ

た、ローカルテレビに時々紹介されているとか、９２歳。

恭リーダーは何故か元気なおばあさんの宿を見つけるの

が上手い。甲州道中、下諏訪宿の「みなとや」 ＜申年生まれのおばあさん、時々お参り、供養だなあ＞ 

の女将さん、数多の文人墨客に接し博学であるのには恐れ入った。わざわざ分厚い辞書を２階まで運んで

きて、様々な質問に答える。「そこは諸説紛々でして」の名言！８０歳超。 

中山道・須原宿で民宿・いとせ を営む御岳山麓・王滝村生まれの３姉妹、８０歳の長姉が車を運転して
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買出し、妹たちの送り迎え。翌朝の出発にお土産まで。「お元気が何よりのお土産」で十分だったのに。） 

横道にそれたが、ここで処刑されたのは？！根来同心１００人とか、地蔵堂があり、今も

地域の人達の供養か、花や供え物が沢山挙がっていた。 

“地蔵堂 たんぽぽひそと 老婆待つ”(宮) 

（「宇都宮吊り天井事件」は先の「日光道中を往く」で触れたが、家康の信任厚く権勢を欲しい儘にしてい

た本多正信、正純・親子に対して秀忠側近の筆頭老中・酒井雅楽頭忠世、次席・土井大炊利勝、井上主計

頭正就（まさなり）らの政治的陰謀であった。譜代間の争いで劣勢だった大久保忠隣の後押しもあった。 

秀忠が家康の６回忌法会のため日光へ赴くに当たり、宇都宮城に宿泊すると言うので本田正純は城の普請

を申請し、種々手を加えていたが、秀忠が参詣を終えての帰路、宇都宮に泊まる直前、今市に来た時、突

如「宇都宮城に不審の点あり」との密使が来て、秀忠は急ぎ江戸に戻った。城普請の疑念、疑惑の訊問は

井上正就（伊丹康勝、高木正次が赴き）が行った。予め示された１１カ条について正純は難なく答えたが

追加の３ケ条については答に窮したといわれる。） 

その中の１条に「城の普請に従わなかった将軍直属の根来同心・１００人を殺害した」と

いうのがあった。真相は兎も角、こうなったら事の成り行きは明らか、正純には謀反の疑

いあり、と言う事で失脚。古来、権力争いの蔭で、どれほど多くの人命が失われてきた事

か、これは今も、これからも、であろうか。 

 

３）気分晴れ晴れ、青田ゆく 

次の宿、白沢を目指す。何処までも真直ぐで平坦な道、

両側には植田が拡がる。左側には日光から那須までの

山々が濃紺に連なる。 

お地蔵さんを拝み供養もしたし、気持ちもいい。 

あ！お賽銭、あげたっけかな？ 

ちょろちょろと蝌蚪・オタマジャクシが温んだ水に小

さな波紋をつくる。命洗われ、心を和ませてくれる。 

＜緑を映して長閑な田園風景＞ “植田風 そよぐ道中 ゆるり行く”(宮) 

 

４）白沢宿入り口、江戸から３０里  

また、地蔵堂だが今度は「長寿を授けてくれる」 

「寿老人」、白沢七福神の１つとある。治郎が先

頭で階段を上り始めた姿は「さま」になってい

る。左側には「鎌倉時代、奥羽総奉行として東

北に向かう途次、子供がここで亡くなったので 

この地に葬り地蔵堂と石塔を建てた。それから 

９００年、今も地元の人達により守られてきている」と古い ＜白沢地蔵尊、稚児坂＞ 

看板があった。「壽老人」との繋がりが解からないが「長寿を授ける寿老人を祀って幼子の
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死を供養したもの」であろうか。 

この稚児坂を下る途中に「江戸時代・大衆便所」という掘っ立て小屋があった。 

今、使用に供されている訳ではないが、覗いてみると昔百姓さんが前後にぶら下げて担い

でいた代物があり、何だか匂ってくるような錯覚にとらわれた。何故、此処に？！ 

神社、仏閣にお参りするとつい「裏手に回って・・」なんてやりかねない御仁達への啓発、

啓蒙であろうか？謹んで、ハイ。 

 

５）水車の回る箱庭のような宿場・白沢 

家康が上杉攻めで鬼怒川を渡る時、案内

役を務めた白沢村庄屋の宇加地家と上岡

木村庄屋の福田家が戦のあと、その功績

が認められて両村共同で「白沢宿」とい

う名で「往還宿」を営むことが許された

のが始まりという。 

鬼怒川の水がふんだんに引き込まれ、宿

場全体が清楚、清潔に息ついているよう

だ。“新緑の宿場に回る水車かな”（宮） 

＜水車がまわり、浮世の塵、埃を洗い流しているようだ＞ 宿場の中ほどの本陣、立派な

門構えの宇加地家を過ぎ、清酒・沢姫の酒樽を重ねた井上清吉商店の前を通ったが、自重、

自重（午前１０時２０分）、宿場の境、水の溢れる九郷半川、続いて西鬼怒川の橋をわたっ

て、水と緑の光景のなかに出た。鬼怒川堤防を目指して直進する。 

 

６）鶯の声、緑の風、植田の光景、ああ誰か命を讃（うた）わんか 

“鬼怒川の 土手一望の 植田かな”（宮） 

“麦秋や 田ごとに織りなす 色模様”(石) 

“夏草や 朽ちし道標 渡し跡”(宮) 

＜植田を渡る風涼し＞ 

し 

＜朽ち果てし道標＞            

     “薫風や ニセアカシアの 香り立つ”(宮) 

“鬼怒川に 釣り人ふたり 夏初め“(宮) 

（江戸時代の白沢宿の名物は鬼怒川の鮎料理と牛蒡汁だ

っそうだ。２人の釣り人、何を釣っているのだろうか） 

＜水量の少ない鬼怒川、田畑を潤しているか＞ 
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７）チチタケうどん、氏家地域の名物？ 

宇都宮郊外から此処まで 1 軒のコンビニにお目にかかっただけ。緑豊かな天地だったが人

が少なければ店屋は成り立たない道理、氏家宿に近づいてきたとき、真新しい建物と看板

が見えた。時刻は１１時４０分、トップを行く治郎の足取りが俄然生き生きしてきた。「お

食事処・勝山」の暖簾が新しい。 

東日本大震災で倒壊し、建て直したばかりと聞いた。 

「勝山」の名の由来は多分、鎌倉時代に宇都宮公頼が

勝山に築城し、この地を支配し自らも氏家を名乗り、

氏家氏の始祖になったことにあろうか。 

 

＜つい、足取りが軽くなる！＞氏家宿まであと 

４０分くらいかな、と聞いて、何とこの余裕、

安堵した顔、顔・・。ビールまで並べてさ・・。 

さて、何を？これが楽しみの一つ。 

(昨今、ＴＶの旅番組でやたらに出てくるのが眼を見張る

ほどでもない風呂のシーンと食事だ。「オノマトペア・

擬音語」華やかなりしうえに「うわ～あ、すご～い、な

にこれ！もちもち感が・・」と連発される頃には   ＜お疲れ！まあ寛いで、あと４０分とか＞ 

大抵チャネルを変えてしまうのだが、我らが「歩行記」でも昼食に如何にありついたか、何を選んだか・・

などは記事になる。何しろ、地酒を味わい、その土地特有の名物を頂くのが足を引きずりながらでも頑張

るインセンテイブと決めている御仁が多いのだから。合宿であまり満足にありつけなかった反動ではある

まいがなあ・・）。 

ここで眼についたのがメニューにデカデカと書かれた「チチ

タケうどん、そば」。それこそ「なに、これ？」だ。 

「先ず行き先々の名物を味わうべし」が信条の松尾が中味は

解からないまま注文を決めた。「チチタケうどん」・１０００

円なり。治郎と宮さんも同調。恭リーダーと小生は極くあり 

ふれた「つけめん」６００円。克ちゃんは別メニュー ＜チチタケうどん、量は普通か＞ 

“乳茸てふ 饂飩の昼餉 ビール酌む”(宮) 

この両者の違いは「チチタケ」なるものの有無。 

どういう字を書くの？“おねいさん”では無理のようだ。 

厨房やら来客などから「乳と茸」という答が出た。これなら理解は

出来る。だが、生まれて初めて出会う「チチタケ」とは？ 

 出てきた、出てきた。何だか「浸けるつゆの色」が黒い。隣りの

＜ブナなどの雑木林に＞松尾が４００円の違いを味わわせてくれたが、「これが４００

円？・・」まあ、身体に特別の効き目がある、薬のようなものなら・・。という実感。 



 10 

吾らグループには植物に詳しい学徒が何人かいるが、茸までは！ 

そこで、ほんの少し受け売りをする。  

「夏から秋にブナ科の林に群生する。傘は茶色から赤茶色。・・傷をつけると多量の乳液が出る。・・食用

になるが、地域によってはぼそぼそした食感が好まれず、見向きもされない場合もある。しかし、香りが

強く、調理法によっては独特の良い出汁が出るため、うどんやそばのつゆなどに具として用いられる場合

もある。特に栃木県ではチチタケとその近縁種はチタケの名で好んで食べられ、炒めたナスとチチタケを

つゆに用いる「ちたけそば」は代表的な郷土料理として親しまれている。・・ヨーロッパにもチチタケを 

食用とする習慣があり、ありふれたキノコとして市場に流通している地域もあるという。栃木県では江戸

時代の享保年間（１７１６～１７３６）に食用とする習慣があったという記録がある。・・、乱獲や雑木林

の減少、荒廃で栃木県内の収穫は減少、松茸以上の高額で引き取られる」とか。 

薬効？健康、長寿に何か？までは解からなかった。でも何だか不思議なものに出会いまし

た。 

あと、４０分と聞いてつい長居をしてしまったわい。 

 

８）お祈りが足らない、そうです。 

上州（上野国）のみならず野州（下毛野国）にも専売

特許？がある。それは山側から来る天気の急変。 

良いお天気だったのに。 

松尾には霊感があるのか？「祈願不足」と嘆く。 

田圃の吹きさらし、雷様がお出ましにならないだけで

大助かり。東北本線を横切る時、氏家駅がはるか左側

に霞んで見えた。４０分は甘かったか？！ ＜吹きさらしでも山の尾根よりはマシです＞

恭リーダーがそんな顔をしていたのをかみしめるべしか。 

“街道に 疾風走り 夕立来る”(宮) 

 

９）氏家駅着、鈴木、宮川両兄は帰路へ・お疲れさん  

時に午後１時４５分。 

“夕立去り 氏家宿に 旅終わる”(宮) 

事情あり、鈴木、宮川は帰宅する。 

４０分というのに１時間半、２倍かかりました。 

土地の人は車でばかり、歩く早さは分からない 

のかも、それとも吾らの速度がせいぜい半分と

いうことですか！ 

でも、雨は止んだし、鈴木、宮川も日帰りのス

＜東北本線、野州・氏家駅です＞ ケジュールをクリアーした。「チチタケ」なんて、初め

ての「キノコ」にもお目にかかれたし・・、ではまた、気をつけてね。 
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１０）ＮＨＫ・ＴＶは映りません？ 

｢ホテル・清水荘｣、到着は午後２時少し前。和・洋併せたこの施設、結婚式場、食事処、

集会所・・氏家地区の貴重なセンターのようだ。 

同じフロアーからおばさん？の声がガンガンと

響いてくる。廊下に乱雑にはみ出したスリッパ

の数からすると３０名はくだらない。ＰＴＡか、

保険の勧誘員か、宗教か政治か知らないが、こ 

の施設の担っている役割が想像される。 

有り余る時間を如何に過すべきか？ 

先ずは、恭リーダー持参の１/２５０００の地図 

＜フロントのご婦人、孫が鎌倉へ出かけているとか＞を拡げて予習。那須連山、流れ下る

川、宿場の様子やら古戦場跡などもチラホラ。途中にコンビニらしきものや食事が出来そ

うなところは皆無！とも。“よろしいか！” はい！畏まりま

した。 

時間の経つ速さはどうも気まぐれという感じだ。ごろごろす

る、柔軟体操、ストレッチの指導を受ける。喉も程よく潤し

た。 

やっと４時、折から大相撲５月場所があり、恭リーダーが ＜４人部屋の奥にあるＴＶ＞ 

ＴＶを捻る。民放は映るが何故かＮＨＫはだめ。メカに強い松尾がトライする。だめだ。？？、

メカにメクラの小生、ちょっと触れただけで直ちにフロント。“やっぱり、映りませんか・・”

との返事。「さては？！民放は無料、ＮＨＫは有料、経費節約？」と勘ぐる。 

間もなくコック服の旦那？がやって来て、真似事のようにいじったあと、ＮＨＫを見たい

なら前の部屋へどうぞ、と来た。ああ、「ＴＶも五体不満足」か。 

この間、全く係わらなかった御仁が１人だけいる。生きる要領、抜群、表彰するか。 

国際色豊かになった国技・大相撲について、夫々に独特の見方、コメントがあって面白い、

参考になる。我が家には「大相撲検定」でもあれば早速チャレンジしかねない相撲好きが

居るので小生にも多少の講釈はいえる。 

（今、「幕の内」のお相撲さん４２人のうち外国出身の力士は１５人、内、モンゴル出身力士は両横綱を始

め７人、オオイチョウを結って出てくると見分けがつかない。 

だが、小生はモンゴロイドを見て「ああ、日本人と同じだ・・」という言い方には賛成しかねる。「我々が

中国人や朝鮮人などアジア・モンゴロイドの後裔」と思うからだ。「蒙古斑をお尻につけて生まれてくる吾

らは彼らの末孫？、この島に流れ着いたもの」ではないかと。 

それは兎も角、日本の伝統的な大相撲がモンゴルの大横綱によって辛うじて命脈を保っている、と言いた

いのだ。３～４年前の「八百長、賭博」事件の危機を救ってくれたのは当時僅かに２４～２５歳の横綱・

白鵬と放駒理事長だった。 

３月１１日が誕生日と言う彼はその後時々、被災地へ出かけて炊き出しをし、津波の海に向って鎮めの土
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俵入りをしている。彼は大変謙虚だし素晴らしい日本語を使う。大横綱・大鵬を尊敬し、「大鵬が続けてき

て７０台になった献血車の寄贈を受け継ぎたい」と大鵬夫人に申し出でて快諾を得ている。世に何億と稼

ぐが、自分が有名になる事にとらわれて社会貢献など聞いた事もない人が数多いる。 

角界には協会の理事とやらに収まって紋付を着て嘯いている御仁も多いが、人間性、その幅、深さ、思慮

深さ、・・では到底彼の足元に及ぶものはいない。しかし、これらのもの達の口から、彼に対する賞賛と感

謝の言葉が殆ど聞かれないのである。ロシア人を父に持つ大横綱・大鵬に対する、と似ていないか。 

これでは、日本の伝統技としての大相撲が島国だけの狭量な伝統意識に縛られて衰退していくのはさけら

れまい。伝統といえば柔道のお粗末振りもまた同じ、吾が民族のこれからを占うように思えてならない） 

時間をもてあますとつい横道に入り込みすぎるなあ。明日はしんどいかもよ、寝よう～と。 

 

２）２０１３年５月１７日（金）晴 氏家宿 喜連川宿 佐久山宿 大田原宿 

 佐薙 髙崎 松尾 石和田 距離 26.2Ｋｍ 時間 8.Ｈ35ｍ（7Ｈ25ｍ）歩数 44.000 

 ７：１５ ホテル・清水荘発 馬頭観音 琴平神社 五行橋 思案橋 薬王寺 

 ７：３０ 滝沢家（巨大民家）八幡宮 十九夜塔 田園地帯（田植え後の美しい風景） 

 ８：１５ 氏家一里塚 碧台蓮池（大賀ハス） 

 ８：３５ 早乙女坂古戦場（宇都宮/喜連川）松尾弥五郎の碑 

 ８：５５ 早乙女坂古道標識 小さな峠 喜連川出身の歌人・ 高塩背山の歌碑 お墓  

 ９：３０ 荒川河畔 休憩 荒川の橋・城連橋  

 ９：５０ 喜連川宿 龍光寺・足利氏菩提寺 喜連川城址前通過(城は山の上、公園) 

１０：１０ 内川・金竜橋 下河戸 合柄橋 

１１：５０～１２：１０ 休憩・昼食（道端の小さな公園、ゲートボール場） 

１２：３５ 大田原市に入る（さくら市・喜連川町から）小さな起伏、樹林、田園地帯 

１３：４０ 佐久山城入り口 佐久山宿 正浄寺 芭蕉句碑 

１４：００ 箒川・岩井橋 那須与一の墓案内板 与一の里名選・古木 イトヨ生息の川 

１５：５５ 大田原市土町の標識・太田市役所入り口、と金燈篭 

１６：０５ 太田市役所入口 １６：３２ 発西那須野行きバス １７：０７西那須野発 

 

１）さあ、出発 飲食料は必携ですぞ 

コンビニが１軒、町の出口にあります。 

そこを通るのか、どうか？見当もつかない。 

まあ、夫々に非常用の飲食はリュックに入れた筈。 

何十年、山を駈け回ってきたんだ。抜かりは許されん！ 

氏家は古来、宇都宮氏の北へ、那須氏や喜連川氏への

備えの最前線、勝山城がそれで、昨日は「勝山」で 

「チチタケ・うどん」なるものにお目にかかった。 

＜ホテル・清水荘、ＴＶはお愛嬌？＞ 鄙の朝は気持ちが良い。 
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２）大きな長屋門の民家が辺りを睥睨？ 

 ホテルを出てこじんまりした氏家宿らしい通りを約１５分、やや広々としたところへ出

ると板塀に囲まれた巨大な一角が現れた。江戸時代なら城。 

瀧澤家住宅で鉄竹堂、蔵座敷 

長屋門が栃木県の有形文化財 

であると説明書きにある 

＜蔵座敷・中央に望楼＞ 

瀧澤家は明治になって紡績業等 

の事業で財をなした。      ＜延々と続く板塀＞ 

当主の瀧澤喜平治は貴族院議員や第四十一銀行の設立、那須野が原

の開拓に尽力したとある。 

明治２５年、氏家町での陸軍大演習の際は明治天皇の休憩所となった＜長屋門・鐵竹堂瀧澤記念館＞ 

（明治天皇がお出かけになり休憩されたところ、水を飲まれたところ・・には碑が建つ。 

武将の腰掛、鞍掛・・などと同じ。そのうち、治郎さんが○○の所なんて碑が建つかも・・？ 

土蔵の屋根の中央に洋風の望楼をのせた洋風建築の特徴を持つ建物、明治初期には旧奥州街道沿いに幾つ

かあったが今は此処だけ。建築や仏像に造詣の深い松尾は一先ずカメラ納めた。 

 

３)田園に大賀ハスの池！ 

宮川宗匠が居ないので松尾の捉えた映像に頼ろう。 

限りなく見事な光景、足取りを後押ししてくれる。 

治郎の左側には「碧台蓮池」とあり「大賀ハス」とあ

った。 

＜田園豊かなり、水と緑＞ 

まだ、花には早いが「大賀ハス」 

とあっては、また、寄り道だ。  ＜碧台蓮池・大賀ハス＞ 

 

戦後間もない昭和２６年(１９５１年)に大賀一郎博士が千葉市検見川＜転載・三重県玉城町 

（現千葉市花見川区朝日ヶ丘）にある現・東大検見川総合  田丸城址内堀の大賀ハス＞ 

運動場の落合遺跡で今から２０００年以上前の古代ハスの実を発掘し、これを発芽・開花

させたものである。 

なほ、続ける。 
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戦時中、東京都は燃料不測を補うため花見川下流の湿地帯に豊富な草炭が埋蔵されている事に着目して東

大の検見川厚生農場の一部を借り受け草炭を採掘していた。 

採掘は戦後も継続されていて１９４７年（昭和２２年）７月、1 艘の丸木舟と６本の櫂を掘り出した。こ

のことから慶応、東洋大、日本考古学研究所の合同発掘調査が継続され、１９４９年、更に 2 艘の丸木舟

とハスの果托などが発掘され、「縄文時代の船だまり」と推測され、落合遺跡と呼ばれた。 

植物学者でハスの権威者であった大賀一郎博士はハスの果托が発掘されたので１９５１年（昭和２６年）

３月３日から地元の小・中学生や一般市民などのボランテイアの協力を得て、発掘調査を行った。調査は

困難を極め、目ぼしい成果は挙げられなかったが、翌日打ち切りという３月３０日の夕刻になって花園中

学校の女子生徒により地下６ｍの泥炭層からハスの実１粒が発掘された。そこで予定を延長し、４月６日

に更に２粒、計３粒のハスの実が発掘された。 

大賀博士が発芽育成に努めた結果、後の２粒は失敗に終わったが３月３０日に発掘された最初の１粒は育

ち翌年の１９５２年７月１８日にピンク色の大輪の花を咲かせた。 

このニュースは国内外に報道され１１月には米国ライフ誌に「世界最古の花・生命の復活」として掲載さ

れ、「大賀ハス」と命名された。年代の測定のために、ハスの実の上方層で発掘された丸木舟のカヤの木の

破片をシカゴ大学で放射性炭素による年代測定を行い、ハスの実は今から２０００年前、弥生時代以前と

推定された。(放射性炭素測定の結果、カヤの木は３０７５年＋/－１８０年前とされ、丸木舟から１０００

年後としても２０００年、弥生時代以前のものとされた。ハスの実、そのものの測定が行われなかったの

は、発芽させる方を優先させたためといわれる。 

さて、ハスはインドが原産地とされる。仏教徒にとっては

仏ときっても切れない関係だ。２０００年前と言えば釈迦

の誕生から僅か５００年後、大乗仏教が興った頃だ。その

ハスが一体どうしてこの島まで来たのだろうか。椰子の実

のように海流にのって、仏教伝来の極めて初期の頃、人の

手によって？、巨大な鳥の胃袋で運ばれて？海流に乗っ

て？・・夢は尽きない。 

今、大賀ハスが見つかった東大総合運動場周辺の町内では 

＜長野県木島平村大字新穂高・稲泉寺の大賀ハス＞花が丁度見ごろの夏の最中に「ハス祭り」と称して、

大人も子供も一体となった祭りを擁している。このハスは千葉市の「市の花」でもある。 

今や全国で、世界中でどれだけ花を咲かせているか知らないが、仏教が言う泥土から生ま

れても穢れを知らない花、長寿の象徴として、人の心を清めてほしいものだ。 

（つい長々と綴ったのは、大賀ハスが２０００年を越えて生きていた泥炭地の東大総合運動場と同じ町内、

ほんの３００米とも離れていないところで暮らし、開花した、たった１粒の実が見つかったと同じ日にこ

の世に生まれてきてしまったことに妙な因縁を感じているから。個人的なこと過ぎる、お許しください） 

 

４）早乙女坂の戦い、松尾弥五郎とは？！松尾さん教えて！ 

 宇都宮を出てから初めて緩やかな上り坂にかかる。早乙女坂は弥五郎坂とも言う。この
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坂の向こうは喜連川だ。この辺りからは低い起伏の山並みとそれに沿って中・小河川が南

北に走っていて、その合間には田植えの済んだばかりの小さな集落が溢れんばかりの緑の

中に息づいている。 

戦国時代の後期、この坂で宇都宮家と那須・喜連川側との宿命的な合戦があった。 

この｢古戦場｣という看板には「天文１８（１５４

９）年、那須氏、喜連川・塩谷氏５００余騎と宇

都宮尚綱率いる宇都宮軍２０００余騎が戦った

古戦場で、激戦の末、宇都宮軍は喜連川軍の鮎瀬

弥五郎実光に背後から大将の尚綱が討たれ退散

したと言われている」とある。 

右側の石碑には「松尾弥五郎博恒之墳墓」とある。

小高い丘の上には小さなお堂とその中に供養塔 

＜早乙女坂古戦場の跡・松尾弥五郎博恒之墳墓の石塔＞更に細かい説明板があった。 

（残念ながらどちらの看板にも建立者の表示がない。ここは喜連川町、現・さくら市）

 「早乙女坂古戦場の跡」   

「早乙女坂は 下野の国の北部（塩谷、那須）と中央部との接点にあり 戦国時代には下野一円の領国経

営を望む宇都宮氏にとっては、早乙女坂をぬき喜連川を治めることは北部支配への橋頭堡（ほ）を確保す

るうえで、最も重要な課題であった。 

このため、早乙女坂をめぐる攻防は幾度かくりかえされたが、その中でも天文１８年（１５４９）の戦は

宇都宮軍の大将・尚綱が喜連川方の助っ人 鮎ケ瀬弥五郎（左衛門尉）に射殺されるという大激戦であっ

た。 

弥五郎の働きによって喜連川城下のピンチが救われたため、喜連川領民は万こう（腔）の感謝を込めて早

乙女坂を弥五郎坂と呼ぶようになった。 

今、この地には宇都宮尚綱のものと言われる供養塔が建ち、古戦場の跡を示している」 

 

・この戦は元々宇都宮家の内紛から始まった。下野の守

護、尚網は目に余る行為が目立つとして天文８年（１５

３９）重臣の芳賀高経を殺害。 

・その子、芳賀高照は親の仇を取るため、白河結城氏や

那須氏へ逃れた。                     

宇都宮領と隣接し、侵攻する大義名分を求めていた那須

高資は「天の思し召すところ」と高照を庇護。 

その１０年後、那須高資は那須七党（大田原資清、芦野資泰、＜古戦場の跡、一度くらい読んでも・・＞ 

伊王野資宗など・・地名でお馴染み）３００余の軍勢を率いて宇都宮領に攻め込んだ。 

宇都宮尚綱は紀清両党（益子、芳賀）主体に２０００の兵で迎え撃つ。 

・天文１８年（１５４９）９月２７日、早乙女坂での激戦は夕刻に及んだが、「宇都宮勢の背後に迂回した
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那須方の鮎瀬実光が放った矢が、丘の上で馬上から指揮していた尚綱の胸を射抜き、大将は戦死。宇都宮

勢は足並みを乱して勝山城へ退却した。 

・ところが、父の仇を討った高照だったが、今度は主を討たれた宇都宮氏の重臣・芳賀高定（益子勝宗の

子）に討ち取られてしまう。芳賀高定は５歳の伊勢壽丸（後の宇都宮広綱）を立てて壬生網雄に奪われた

宇都宮城の奪還や宇都宮氏の延命を図るが、この早乙女坂の敗戦は宇都宮氏滅亡の危機となり、終焉に向

かうこととなる。 

 

これが平板な叙述だが、こと「松尾弥五郎」殿に焦点を当ててよく見ると、何だかややっこしい。 

「鮎ケ瀬弥五郎」、「松尾弥五郎」、｢松尾弥五郎博恒｣とあり、また「助っ人」ともある。 

わが松尾さん、これはどういうことか？？拾い集めたところを少々並べてみるか。 

・「助っ人」・・伊王野氏の家臣という。藤原氏の流れを汲む宇都宮氏に対して土着？の那須七党の１つ、 

 伊王野の家臣が参戦することはわかる。 

・供養塔・・「弥五郎が賞金 10 貫文で後に尚綱の供養塔を建てた」という記述がある。これも信用する 

 か 

・敵陣に切り込み討たれた弥五郎・・「弥五郎は主、尚綱の討たれたのを知り敵陣に切り込み死んだ」とい

う記述もある。 

・松尾弥五郎博恒之墳墓・・勝者側の「助っ人」、弥五郎が此処で討たれて葬られることはあるまい。これ

が上述のことに関連するか。 

・「弥五郎」とは・・養老 4 年（７２０）に起った「隼人の乱」の隼人族の首長が弥五郎だったそうだ。 

 弥五郎とは「大和朝廷に逆らった」勇者ということで、名乗りたがる名前の１つではないか。 

 薩摩には今も「弥五郎祭り」なるものがあるそうだ。両方に弥五郎がいても不思議ではない！？か 

（那須と宇都宮の境界でどちらにも勝者・敗者の歴史を刻むには微妙な関係があったのだろうか？それに

しても、鮎ケ瀬弥五郎がどうして松尾弥五郎になったか？はもう少し探りたかったよ、松尾さん） 

 

此処で迷いついでに 22 代５００年続いた宇都宮氏について触れておこうか。 

・宇都宮氏は平安中期の貴族、摂関家、藤原北家道兼（９

６１～９９５）の曾孫・藤原宗円を祖とする大族で宗円

が源頼義、義家の奥州安倍氏討伐（前九年の役）の功に

より宇都宮二荒山神社の別当職に任じられ、宗円の孫、

宇都宮朝網の代から苗字として宇都宮氏を名乗った。 

・嫡流は勿論下野（下野宇都宮氏と呼ばれることもある）

であるが、庶流には豊前宇都宮氏、筑後宇都宮氏、伊予、

肥前、肥後、大隈などに分かれ西国に多いが、夫々は養

＜古戦場の跡、藤の花は何を見てきたか？＞  子や婚姻などで同族としての結びつきを見せてきた。 

・宇都宮朝網は源頼朝に「関東一の弓とり」と言わしめた第３代当主、５代頼綱は武人で奥州藤原氏討伐

に功績があった。しかし鎌倉から謀反の嫌疑をかけられたのを機に法然に帰依して出家、「実信坊蓮生」と
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号し京に隠棲して「宇都宮歌壇」を確立した。嵯峨野の小倉山麓の庵の襖色紙には親交があった藤原定家

によって選ばれた首歌が書かれていて、これが小倉百人一首の起源となったという。（それにしても法然に

帰依した人は何故か「蓮」に惹かれる？熊谷蓮生坊も然り） 

・南北朝時代には当初、後醍醐天皇の南朝側についたが、第１０代・宇都宮氏綱が足利家の内紛・観応の

争乱で尊氏側について大いに武功を上げたため、上野・越後国守護職に任ぜられ、「北関東での支配的地位」

を確立した。しかし、尊氏が死ぬと鎌倉公方・足利基氏、上杉憲顕、小山氏綱などと関東管領職、上野、

下野守護職などを巡って長々と争いを繰り返した（宇都宮氏が下野守護職の地位を取ったりとられたり、

この辺りの事はわけがわからない！） 

・戦国時代末期には戦国大名となり将軍家足利氏の弱体化に伴って関東に台頭した北条氏と対峙した。 

第２０代宇都宮尚綱もその頃だが、２１代・広綱、２２代・国綱と下野守として命脈をつないで来た。 

天正１８年（１５９０）、豊臣秀吉の小田原征伐にも参戦、下野国１８万石を維持、１５９２年の朝鮮出兵

にも参陣し、帰還後は豊臣姓・羽柴国綱と名乗り、位階の従五位下まで昇進した。 

ところが、１５９７年、突然改易され、１６０８年に国綱は江戸・浅草で病没。 

これにより、２２代、５００年に亘って繁栄した関東の名門・宇都宮氏は歴史の表舞台から去った。 

（国綱の子・宇都宮義綱は水戸藩に仕え、水戸藩士として明治維新を迎えたという） 

 

５）弥五郎坂 “山路きて 何やらおそろし マムシ草” 

弥五郎坂にかかると旧奥州道の表示。 

宇都宮を出てから始めての古道であ 

る。峠と言うほどではないが南北に

連なるこのゆるい天然の長城？が平

安から戦国時代まで北東が那須氏の、

南西が宇都宮氏の所領と分けていた 

メンバーの中には熱心な植物学徒が 

何人かいる。「まむしぐさ」を見つけて、  ＜見つめる視線の前方には、マムシぐさ＞ 

暫し、談義となる。「サトイモ科の多年草、山野の林下に生える、・・春、紫緑色の仏焔苞

（ぶつえんほう）に包まれた肉穂花序をつける。茎の文様や仏焔苞がマムシを思わせる。

地下の球茎は有毒、漢方で天南星と呼び薬用」とある。厳密な恭学徒は似たものが２種あ

り、見分けは難しい、という（小生は子供の頃、実家の排水ピットにボーフラ駆除で沢山放り込まれ

ていたこと、従って毒性があるだろう、ということだけは知っていた） 

ほんの７～８０米の山脈？の喜連川側に「さくら市を代表する歌人、高塩背山の墓入り口」

とあった。若山牧水と交友あり、明治 15～昭和３１（１８８２～１９５６）74 歳で没。 

説明板には「喜連川神社の神職、代表歌集は「狭間」「移り行く自然」にあるように、郷土

の風景を慈しむ歌を詠んだ。２首を挙げて不明（知らなかったこと）を詫びます。 

・我が街を埋めつくして流れゐる朝の濃霧を丘の上ゆ見つ 

・うち渡す狭間の町の夕けむり 若葉の上になびき流るる  
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５）この川を渡れば喜連川宿、荒川と内川の間 

氏家を出て 2 時間余、荒川の河畔で漸く休憩、クローバーの上で真に良い気分だ。草の香

りが伝わってくる。 

奥秩父、甲武信岳を源流

とする荒川は馴染みだが 

同じ名前の川はこの山国 

＜荒川、どっこいしょ！と＞ ＜リーダーは常に多忙＞ にはかなりあるようだ。平坦な北  

 海道には勿論ないが青森、岩手、宮城、山形、山梨、新潟（２）栃木、埼玉・東京・・と、東日本に偏

って、ある。この川を越えると喜連川宿である。 

川向こうの７～８０米の崖の上に白い望楼のような建物が見える？恭

リーダーが資料から近くに刑務所がある、と言い出した。それかもしれ

ないな？最近の刑務所は豪華、羨ましくなる？？（一度入る？！）手前

の崖は法面の修理を終えたばかりのようだ（後で調べたところ、この 

＜荒川の手前・勝善神の碑＞ 斜面は３．１１の大地震でひび割れし、秋の台風１５号の豪雨で崩落、何

軒かが被害を受けたと言う。監視塔？と見た尖塔は喜連川城跡の｢お丸山公園｣に建つ「喜連川スカイタワ

ー」で此処からは気象条件が良ければ富士山が望める、とのことだった。失礼しました） 

松尾は青空に舞う鳶を撮ったり遠方の山々を写したり、休む間がない。 

 

６）ユニークな存在・喜連川氏、草もちはないかなあ・・（松尾） 

喜連川宿は奥州道中２０番目の宿、那珂川支流の荒川と内川に挟まれた塩谷丘陵にある。 

本陣 1、脇本陣１、旅籠２９と中規模で何より喜

連川城の城下町の面影が濃い。 

喜連川の地名の由来には諸説あるが、その昔、

荒川を「狐川」と呼んでいた事に由来し、城下

を荒川、内川、江川、が喜んで連なって流れて

いるので「キツレガワ」とした、との説をとろ

う。 荒川に架かる「連城橋」から上流に ＜左・鶏頂山・1766、右・釈迦ケ岳・1795＞ 

荒川、内川の源流である鶏頂山、釈迦ケ岳を遠望する。 

そもそも喜連川は下野宇都宮氏の庶家・塩谷五郎惟広・しおのやごろうこれひろ・（源義家の孫、頼純を祖

とする、との記述もある）が 1185 年、源義経の軍に従って出陣し、一の谷や屋島、壇ノ浦の合戦に功を

挙げたことに対し、源頼朝から塩谷の里（早乙女、松山、葛城、喜連川など）三千町歩を領地として与え

られ、1186 年に蔵ケ﨑城を築いたのが始まり、という。以後、塩谷氏は戦国時代を通じて宇都宮氏から離

反と帰参とを繰り返したが一族に内紛が続発して衰退して行ったようだ。1590 年、豊臣秀吉が関東の大勢

力、小田原北条氏を滅ぼした時、関東、東北の諸大名は相次いで秀吉に従順したが、時の城主・塩谷惟久

はその機会を失ったため、秀吉の怒りを恐れて出奔した。 

これをもって、400 年続いた喜連川・塩谷氏は 17 代・惟久で終わった。 
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さて、その後の事だが、少々遡らねばならない。 

1455 年・足利成氏に始まり５代、100 年ほど関東を支配した「古河公方」も内紛や後北条の興隆と裏腹に

衰亡していった。即ち、足利尊氏の三男・基氏は関東地方に下向して鎌倉公方・足利家を起こすが、第５

代足利成氏の時、関東管領、上杉氏や室町幕府などと対立、地元豪族などが絡み合った争いで鎌倉を追わ

れ古河に逃れて「古河公方」を名乗る。 

ところが第２代古河公方・足利政氏の子・義明は、兄・高基と対立し、1517 年、下総国に「小弓公方」を

称して自立する。夫々に地方豪族を味方につけて、古河、小弓で嫡流争いを繰り返していたが、小弓方に

ついていた安房の里見氏、上総の真里谷武田氏に相次いで家督争いが起こり勢力が衰えたところへ、古河

公方についていた後北条の早雲の長子・氏綱に攻められ小弓公方は滅亡した。（だが、小弓公方・義明の子

孫・足利国朝、弟・頼氏は安房の里見氏によって保護されていた） 

また、古河公方・足利義氏も 1583 年北条氏政の時、男子を残さず没すると古河公方は消滅した。（しかし、

足利の血を継ぐ女子・氏姫は残った） 

そして、次は北条氏康、氏政父子、秀吉・家康軍に小田原城を陥とされ、後北条氏も滅亡する。 

そこで秀吉様のご登場である。 

秀吉は古河公方、足利という名族の断絶を惜しみ、生き残った足利氏姫を同族の小弓公方の後裔、足利国

朝に娶わせ、喜連川３５００石を与えた。国朝は関が原の合戦に参戦し、その後家康から１０００石を加

増され、４５００石の旗本となった。国朝の死後、氏姫は弟・頼氏と再婚し、頼氏は喜連川の所領と名跡

を受け継いで「喜連川氏」を称した。（喜連川・足利氏とも言う。 

慈雲山・龍光寺が菩提寺。恭リーダーが待ちかねたように龍光寺

への入り口の看板を見つけた） 

秀吉が足利氏の再興を許したのは「喜連川は旧古河公方領であり

ながら、関東地方の大部分を新たに支配する事になった徳川氏の

所領からはやや離れた場所にあり、徳川氏に関東地方の支配を任

せつつも、家康の勢力が自分達を脅かす勢力に成長する事を警戒

しての政治的配慮・牽制策であった」と言われる。   ＜慈雲山・龍光寺、喜連川・足利氏の菩提寺＞ 

僅か４，５００石でありながら徳川時代、1700 年の初めごろには諸侯扱いとなっている。 

ただし、実際には喜連川氏は参勤交代や諸役が免除されていたうえ、武家官位を受けず、無位無官であり

ながら自称の名乗りが公式の場でも許されており、さらに自身が「天下の客

位」「無位の天臣」と称しており、徳川将軍家との明確な主従関係すら存在し

ないという「幕藩体制の枠組み」に収まらない極めて例外的な存在で幕末ま

で存続した。喜連川氏に対するこうした特殊な扱いは、同氏が単なる貴種で

あったのみならず、徳川氏移封前の関東地方で、同地方の支配者として一定

の政治的権威を有した存在であり、徳川・江戸幕府としても関東地方の安定

化のために配慮をしなければならない存在であったことが背景にあった、と

見られている。 

＜龍光寺への矢印＞   喜連川藩は明治維新後、廃藩置県に先立って封土を新政府に奉還、喜連川城
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を廃城して、足利姓に復し、今、第１６代当主が継いでいるようだ。 

その喜連川・足利氏の菩提寺、臨済宗円覚寺脈の慈雲山・龍光寺は足利尊氏の創始で、ここには 1601 年、

足利頼純（喜連川・足利氏の初代・足利頼氏の父親で小弓公方の 2 代目）が葬られて以来、喜連川藩の藩

主１４代の墓石が立ち並び、大名の廟所としてなかなかの風格を備えている、と言われる。 

室町幕府は栄西が伝えた臨済宗を京都、鎌倉に五山を定めて保護した、という。想像し遥拝して通過した。 

 

 松尾は大事な奥方所望の「草もち」を探すのに忙しい。 

漸く１軒、それらしい雰囲気の店があったが何分まだ１０時少し前、店のオープンには早

すぎた。彼は道々「蓬」の新芽を摘んでは臭いをかぎ、口にくわえて、残念さを噛み締め

ていた。 

風流を愛する松尾に少々応援歌を送るか。 

「草餅」は「蓬餅」ともいう。 

ヨモギはキク科の多年草。別名をモチグサ（餅草）、エモギ、サシモ

グサ（指燃草）、サセモ、タレハグサ、モグサ（艾）、ヤキクサ、ヤイ

グサ、 ああ何と沢山の呼び名があることか！ 

それだけ、長い間、広く、多くの人に、馴染まれて来たということ

ではあるまいか。 

早速、藤原実方朝臣（ふじわらのさねかたあそん、～９９８）に登

場願おう。                   ＜ヨモギとヨモギ餅-松尾夫人に献上したいー転載＞ 

（実方朝臣は日光・奥州道中、日本橋から丁度１００Ｋｍ、宇都宮宿の手前、雀宮宿にある「雀宮神社」

に雀として祀られている。平安中期のイケメン貴公子、才能に優れ歌をよくし、社交界の花形で清少納言

とも関係があったと言われる。左近中将（右近衛中将との記述もある）になったが、藤原行成と争い、蔵

人頭になれなかったことを怨んで、その冠を地に投げつけ、その乱暴がもとで９９５年「陸奥守」に左遷

された。赴任の途次、この地で休息、妻の綾女も後を追うが此処で病没、持っていた宝珠をここに埋め「産

土神」として祀られた。実方も赴任の３年後、任地で没するがその霊魂は「雀」となってこの地まで飛来

し、２人は合祀されたと伝えられている） 

“かくとだに えやはいぶきの さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思いを”（後拾遺集、百人一首５１） 

「さしも草」は「ヨモギ」である。これは誰でもわかる女性への「この燃える恋情を知ってほしい」とい

う愛の告白である。ヨモギは乾燥すれば、よく燃えるモグサにもなった。 

「えやはいぶきの」は「言うことができようか、できない」の意だが「いぶき」は下野国の「モグサ」の

産地・伊吹山だという。驚いた、近江・美濃の境の伊吹山ではないのだ。 

勿論、これには両説があり、遂には「歌枕などに使われる地名には、それほどはっきりしたものはないま

まに、その名前だけが一人歩きする事が多い」などという論まで飛び出す始末だが、ここでは下野国の伊

吹山としておく。現在の栃木市伊吹町にある小さな山だ。藤原実方が陸奥守に左遷された 995 年の頃、下

野国の国府はこの辺りにあり（先に日光道中・小金井宿で國分尼寺に行ったか？と聞かれた）藤原実方も

通ったことであろうし、「栃木県大百科事典」や国語辞典の「言泉」にも下野国とある。「伊吹山」と「さ
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しも草」が栃木市の指定文化財になっている。また、延喜式（927 年）には当時全国から朝庭に納められ

た物産のリストがあるが、最多の近江国からの７３品目、美濃国の６２種のいずれにも、ヨモギ、モグサ

の名前は含まれていないそうだ、からである。 

「さしも草」について触れざるを得ない。「指燃草・さしも草」とは「艾・もぐさ」であるが、お灸に使う

とよく燃えることから、「善燃・よもき・草」という字が当てられたりする。 

「灸治療」は古く仏教と共に朝鮮半島を経て伝わった。欽明天皇の 23 年（５６２）、高麗から帰化した人

が医書をもたらし、そのなかに鍼灸に関するものが含まれていたという。爾来、「よもぎ」は貴重な薬草で

あり続けたと思える。だが、 

“今日もまた かくや伊吹の さしも草 さらば我のみ もえやわたらん”（和泉式部） 

“思いだに かからぬ山の させも草 誰か伊吹の 里は告げしそ”（清少納言） 

こうなると、もう「お灸」から離れて「燃える思い」の縁詩、掛詩が専らである。平安人には伊吹山が何 

処にあるか、お灸の効き具合はどうか・・などはどうでもいい？別世界のことなのである。 

ヨモギは全国至る所に自生、しかも、セタカアワダチソウと同様、地下茎などから他の植物の発芽を抑制

する物質を分泌（アレロパシー・他感作用）する、かなり厄介な雑草である。 

しかし、特有の香りがあり、おひたしや汁物の具、そして草餅にして、また天麩羅にもなる。香りだけで

なくリノール酸、ビタミンＡ，Ｂ１，Ｂ２その他多くの有効成分がある。 

更にお灸の艾・もぐさ、葉は艾葉（がいよう）という生薬で止血作用があるというし、若い芽や株は干し

ておいて煎じて飲むと、健胃、腹痛、下痢、貧血、冷え性に効果あるし、もう少し育ったものは、これも

干しておいて、風呂に入れると、腰痛を始め「ヤマイダレにテラ」にもとても良い！という。 

どうだ！我らは誰でも１つや２つ、お世話になれそうではないか。 

こんな効用のある「草餅」、松尾の奥さんに届けたいものだ・・なあ。 

 

７）道祖神に導かれ、コデマリに励まされ・・ 

喜連川宿の東側を流れる内川を渡ると人の気配がない、たまに車が通るだけだ。コンビニ

などあるわけもなく、自販機も見当たらない。歴史的な遺跡や寺社などもなく、ひたすら

青田と緑の丘陵の繰り返しである。 

広い農道を気分よろしく歩く。道祖神と馬頭観音だけはよ

く見かける。喜連川宿に入る手前の荒川土手近くに「勝善

神」という石碑が幾つもあった。これは「馬の神」だそう

だが「馬力神」というのもあった。珍しい。 

人々が如何に馬に助けられ、感謝してきたかがわかる。 

左のこの仲睦まじい道祖神は実に微笑ましい。 

じ～いっと見つめる治郎も「サマ」になっている。 

＜仲睦まじい道祖神・治郎は何を思うか＞ 男女が睦み会う道祖神は甲州道中でよく見か

けたが、これほどスマートではなかった。 

喜連川宿と佐久山宿間は凡そ３里、氏家・喜連川宿は 2 里半、結構あるねえリーダー殿。 
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下河戸集落、ベンチも草もないが叢

林が造る日蔭がありがたい。スナッ

ク、菓子パン、飲み物などで小休止。 

こぼれたパンくずに早速黒々とした

蟻が集まってきた。おまけに、こち

らの肉にまで噛り付いて、あわれ命

を落とす。ヤマダニが増えていると

いうニュースもあり、用心、用心。 

「ダニ・蜱」は御免です。（マダニ、ハダニ、 ＜小手毬・コデマリと元気な旅人ひとり＞ 

ササラダニ・・など日本には２０００種もおり、人畜に寄生して吸血する嫌われもの。世の中のダニは愈々

御免だ）        “こでまりの 無垢の白さに はげまされ”（治郎・石代詠） 

さあ、もうヒトバッチ頑張るべえか！ 

恭リーダーのガイドブックでは、目ぼしい建物は「下河戸警察官駐在所」くらいだ。 

やがて、それと思しき黄色い建物が見えてきた。「喜連川警察署・・・」とある。 

まだ、ここは「さくら市喜連川」である。平屋建ての民家の玄関先が「駐在所」になって

いて、いかにも「お巡りさん」の在所、平和な集落であり続けることを願おう。 

 

８）ゲートボール場の片隅で昼食、満足。 

食堂、喫茶の類は事前情報通り、見事に皆無！ 

12 時近く、何処も大同小異、遂に「実力行使・座り込み！」木々に囲まれた小公園。 

明治天皇小休止之碑なる石柱があり、我らの場所選びもまあまあだったか。 

広場は「ゲートボール」のコートを画するよれよれの縄が土をかぶっていた。ゲートボー

ルをやる年寄りも少なくなってしまったか？ 

ゴミを丁寧に「駕籠」に納めて１５分ほどで出発。 

「源氏ホタル生息地」「天下の名湯喜連川温泉」などを見ながら進むとどうやら、さくら市 

喜連川と大田原市佐久山の境界に来たようだ。 

燃えるような雑木林の緑と区画整理のよく行き届いた田圃を交互に過ぎて来たが、一際

広々とした田園地帯に出た。戦後、農村の振興につぎ込まれた資金は巨額なものであり、

大抵は記念碑のようなものがある。古くからの篤志家の顕彰碑などを随分見てきたが、こ

こにもあったぞ。「和郷」という大きなもので「大田原市藤沢地区土地改良区県営圃場整備

事業完成記念」という長ったらしいサブ・タイトルがあり、かの渡辺美智雄先生（ミッチ

イー）の揮毫によるものだった。 

そろそろ、ありそうだぞ？！と思っていたら出てきたのでおかしかった。この辺りからミ

ッチーの選挙地盤に入ったのだろう。 

 

９）那須氏発祥の地、佐久山宿へ 
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佐久山宿入り口、この左側の小高い丘に佐久山城址（現・御殿山公園）がある。 

渇きに耐えてきた松尾が素早く、喜連川を出てから初めての自販機を見つけて補給する。 

佐久山は下野国の名家の１つ、那須氏発祥の地、文治 3 年（１１８７）、那須泰隆（那須与

一の兄）が佐久山南部に佐久山城を築き、城下に家臣

達を配置したのが始まりで江戸時代は同族の旗本・福

原氏５０００石の城下町の機能を持つ宿場であった。 

（1843 年、奥州道中宿村大概帳では家 121、本陣 1、脇本陣 1、

旅籠 27、人口 463 で、まあ、中・小規模の宿場であった。 

宿場はご多分にもれず

細長く往時を思せる 

＜佐久山宿入り口、左側の山に佐久山城跡＞建物も人々も殆ど見

かけなかったが、巨大な門構えの家が２軒、場違いのように現れ

た。江戸時代からの薬屋で、戊辰戦争の際には「運用膏」と称し

て「傷薬」として評判だったという。「たかしお薬局」という看板

が出ている！？もう１軒は「八木沢薬局」とあった。 

薬屋とはどうやら資産家がやるものなのか、「薬九層倍」で産を ＜たかしお薬局の看板、今も現役？＞ 

なすものなのか。東海道の草津宿手前の「和中散、廃業」や中山道の鳥居本宿の「神教丸・有川製薬、現

役」など、いずれも豪壮な 構えであった。 

この「たかしお薬局」は野口雨情の妻・ヒロの実家で、喜連川が生んだ郷土愛の歌人・高塩背山（前述）

とも縁がある、とのことだ） 

佐久山は那須氏発祥の地、那須与一の里で「那須与一の墓」「与一の里・名木選」「高級有

精卵 与一卵」などと与一に因んだ看板があちこちに出ていたので少々触れる。 

実は史実と伝承が混ざり合っていて見分けがつかないのだが） 

（那須与一の生年は１１６９年？系図上は那須氏２代当主、治承・寿永の乱（源平の雌雄を決する戦い）

に源頼朝方に加わり、源義経に従軍、元暦 2 年（１１８５）の屋島の戦いで平氏方の軍船に掲げられた扇

の的を射落すなど功績を挙げ、頼朝から丹波、信濃など５カ国に荘園を賜った。・・この辺りまでが教科書

的な説明である。 

ところが、那須与一の存在は鎌倉幕府の史書、「吾妻鏡」にはなく、「平家物語」や「源平盛衰記」などの

軍記物が伝えるところで、そのため那須与一は学問的には実在すら実証できていない、ということだ。 

こうなると、もう「みもふた」もない。フィクションとして勝手に想像させてもらうとするか。 

那須大八（郎）も同じ。平家の残党討伐のため病気中の与一に代って九州の山奥・椎葉まで出向くが、平

家落人の鶴富姫と恋におちいり、そこに暮らそうと思うも、鎌倉からの帰還命令によって、姫を捨てて泣

く泣く椎葉を後にする与一の弟、那須大八の悲恋物語などもフィクションとしては実によく出来ている。 

源平の興亡に対する当時の人々の心情が巧妙に映されており、また、それらの伝承を今日まで大事に抱き

続けてきている人々の何とロマンチックなことであろうか。 

ただ、那須氏についての史実、伝承、異説を取り混ぜて言えることは、那須氏の後裔といわれる人達は現



 24 

に存続したし、墓所も京都市の即成院、大田原市の玄性寺、神戸市須磨区の碧雲寺宗照院、その他縁の土

地には墓や供養塔がある。没年も 1189 年 8 月 8 日とも 1190 年 10 月とも 1232 年まで生きていたともい

う。与一は十あまる一、つまり十一男を示す通称だが 9 人が皆平氏に味方し、十男・十郎為隆も後に罪を

得たために十一男の与一が那須氏の家督を継ぐことになった、とある。850 年前のことは判らない！ 

吉川英治の「新平家物語」に至っては「平家物語」の「与一が扇の的を見事に射落とす」くだりに加えて 

「屋島へ駆けつけた梶原平三景時が、武士がこんな「座興」に興じてどうする！鎌倉殿の御ために射てこ

そ、真の御家人・・と与一や義経を難詰する」のである。大作家の脳裏には、平家討滅に大功のあった義

経に対する頼朝の、常人の理解を超えた姿勢に対する疑問があったのだろうか。 

平家物語でも与一のその後については、余り語られておらず、義経に味方したが故、という解釈もある。 

窮屈な理屈を捏ね回す必要はないなあ・・。 

 

１０）あと 2 時間か、元気を出そう。イトヨの生息する川がある？ 

佐久山宿を出たところに立派なお寺、川越山無量寿院・浄土真宗本願寺派・正浄寺とある。 

鎌倉時代の健保２年（１２１４）宗祖親鸞聖人が、

佐久山の岩井孫八の家へ宿を乞い、形見に阿弥陀

如来の尊像を授与し、その尊像を安置するために

孫八が御堂を建立したのが起源だそうだ。 

８００年もの間、佐久山の人々と共に時を重ねて

きたものであろう。浄土真宗の敬虔な仏徒、治郎

は心を込めて拝んだであろうか。 

＜浄土真宗本願寺派・正浄寺、1214 年創建＞ 時刻は１時４０分、あと６Ｋｍ、2 時間で 

大田原宿に着こう。見通しが付いてきたところで一休み。ありがたい。よく来たぞ。 

塩原の後背地に源を発し、那珂川に合流する箒川を渡る。なかなか水量は豊富だ。 

恭リーダーが「この先にイトヨ/ミヤコタナゴが生息する川がある」と興味ある予告。 

（カ・キ・ク・ケ・コを主唱するリーダーのお陰で、吾ら傘寿老人

は花だ、鳥だと色々なものに興味を示すが、魚類学徒と言えるほど

の者はまだ生まれていない。イトヨという絶滅危惧種、「川底に穴

を掘り水草の根などを集めて、トンネル状の巣を作り、メスを誘っ

て産卵を行わせる。オスは産卵後も巣

に残って卵を保護する・・」という変

わった習性を持つ５～６センチの＜イトヨが生息するという田谷川の清流＞ 

この魚（イヨ）は中山道・醒ヶ井宿の綺麗な流れにいたのだが「見つけたら長

生きする、と言うほど滅多にお目にかかれない代物で、治郎は見たと言明 

＜イトヨ生息地を示す標識  したこともあり、また、案の定、今回も橋の上から覗くだけでは到底お目 

大田原市方向からの来訪者向け表示＞ にかかれなかった。よって此処では「ミヤコタナゴ」に触れる。 

田谷川の少し先に「ミヤコタナゴ」が住むと言う「深川」という草ぼうぼうの溝があった。 
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イトヨ（ハリヨ）はトゲウオ目、トゲウオ科、他方ミヤコタナゴはコイ目、コイ科。 生まれも育ちも？

体型も似ても似つかないが「奇妙な習性を持つ」という点では共通だ。 

そもそも魚には口の中で稚魚を育てたり、卵に絶えず新鮮な海水を送り続けたり、独特な生き方をみせて

くれるものが多いが、更に不思議なのは全く隔離された水域にど

うして魚が住み始めたのか？空を飛んできたのではないかと思い

たくなる例も多い。だがこれは大きすぎるテーマ、諦める。 

ミヤコタナゴは明治の初めに東大の小石川植物園の池で発見さ

れたので「ミヤコ」とつけられた。昭和初期までは井之頭の池 

や神田川にもいたし、関東平野に広く生息していたが、今は国の

天然記念物、絶滅危惧種で、水産試験場へ 

＜羽田湖と流出する農業用水路＞ 緊急避難させ、人工飼育のもとで保護増殖され

ている。現在、自然環境の下で生 息が確認されているのは、ここ栃木県大田原市

羽田湖（はんだ）と千葉県の ＜メスから伸びる産卵管＞ 夷隅川上流の勝浦市や旧・御宿町、夷隅町な

ど極めて限られている。 

宮川宗匠の所沢にも、かっては生息していたが、宅地開発、水質の悪化などで姿を消してしまった。 

それぞれの地域での呼び名（方言）が面白い。 

ミョーブタ・ジョンピー（千葉県南総）、ベンタナ・オシャラクブナ（千葉県東総・南総）ナナイロ（埼玉

県入間、比企）、シャレブナ・オシャレブナ（栃木県）などで各地に広く生息していた事を物語る。産卵期

にはオスに美しい「婚姻色」が表れ（埼玉のナナイロはその意か）メスは産卵管を「ドブカイ・マツカサ

ガイ」などの二枚貝の水管内に指しこんで産卵するという極めて独特な子育てである。しかも、この二枚

貝は幼生期には魚の体表や鰭に寄生する。つまりは相互依存、いや自然のトータルバランスが必要だとい

われている。 

今、人工で孵化させた稚魚を自然に還そうと言う作業が大田原市羽田（はんだ）地域で続けられているが、

２０１３年春１０００匹試験放流したものが農水路で少なくとも１１匹が確認されたという（下野新聞２

０１３・６・２９） 平成 6 年に羽田湖・４ｈa、750m ほどの農業用水路を含む６０ｈa が「羽田ミヤコ

タナゴ生息保護区」となり、地元の保存会などによって活動が続けられているが、オオハクチョウの飛来

池で給餌が水質を汚したり、ブラックバス、ブルーギルなどの侵入の恐れあり、色々な苦労はあるようだ。 

様々な困難が克服されてミヤコタナゴの自然界での生息が促進されることを祈りたい。（長口舌陳謝） 

 

１１）26 キロ、遂に来たか！大田原宿、目当ての「金燈籠」 

途中、巨大な長屋門のある屋敷、「史蹟蒲盧碑」

「町初碑」・・などを横目で、そしてなかなか近

づかない那須連山を伏し目がちに見ながら、何

とか頑張りました！ 

松尾のカメラも息切れ寸前か、この１枚が貴重

品。                     ＜望む、那須連山の悠々たる姿＞ 
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「蒲蘆碑・ホロ」、小さなお堂の中には、寛政５年（１７９３）からこの地を治めた代官・

山口鉄五郎高品の仁政と功績を讃えた 159 文字が刻まれた石碑がある。 

「蒲蘆」など、聞いたこともなかったが、かって孔子が「為政者が仁愛の道を持って政治

を行えば、民心は感化し善道に移るのは水辺に生えている蒲や蘆がたやすく繁茂するのと

同じ」と説いたところから来ている。何時の世にも「あらまほしき」ことであるよ。 

「次はここからスタートですぞ」、遂に来た大田原宿・交差点

の「旧奥州道中大田原宿上町」の道標と「金燈籠」である。 

（「大田原宿」は「大俵」から変じたというが大田原藩・11000 石の 

城下町。1843 年の記録では本陣 2、脇本陣 1、旅籠４２、本陣の印南家

は敷地 980 坪、建坪 381 坪で奥州道中最大の本陣だった。天文 14 年

（1545）大田原資清が大田原城を築いた時は 16 戸という寒村だったが

次第に商工業者が集まり大きな宿場へ発展した。        ＜大田原市中心部・交差点の金燈籠＞ 

大田原藩は中世以来の所領を幕末まで 326 年間守り通した数少ない大名家だという。 

慶長 5 年（1600）徳川家康は関が原の前、奥羽の情勢からこの地を重要視し、城の補強を命じ、家光は寛

永 4 年（1627）、常時玄米千石を城中に貯蔵させ、奥州の鎮護とした。 

しかし、戊辰戦争では政府軍側についたため、会津藩の攻撃で城は焼失した。 

旧市街地は城下町時代を偲ばせるように敵の襲来に備えた細い道、鍵型に曲がった道などの面影が随所に

残り、古くから下野国・栃木県の北地域の政治・経済・文化の中心の役割を担ってきた。 

古く７世紀には「那須国造」が置かれ、平安時代には那須一族の荘園が佐久山や福原周辺に開かれた。 

大田原宿・上町の「金燈籠」到着は１５時５５分。よく来たぞ２６Ｋｍ。 

吾らは面影を残す宿場町を訪ねることは省略。リーダーによれば此処からＪＲ西那須野駅までは

更に３Ｋｍ余、歩こう！とは冗談にも出なかった。バスの便はマバラ、市役所前まで行けば便数

は増えるに違いない、と更に 15 分ほど頑張る。 

バスを待つ間に治郎は要領よく着替えを済ませてシャキッとしている。 

バスには高校生が沢山乗っていて、ロートル用の席はない。早速、治郎が指導？を始める。 

「おお翁」には適わない。子供達は素直だ。有難く座席を頂いて１９０円を払って無事到着。 

那須連山に再会を期し、予想よりやや早めの帰路につく。 

 

 

            ＜治郎さん！でかしたぞ＞ 

この翌日、5 月 1８日、治郎は横浜市保土ヶ谷区で表彰を受ける予定があった。 

「花と街の美化推進功労者」、シャキッとしていたわけだ。 

「長い間、地域の環境維持、発展に貢献してきた！」というのが受賞の理由である。 

人口２０万余の保土ヶ谷区で、個人として表彰されるのは治郎一人のみ。ああ、なんと素晴らし

いことであろうか？同区内在住の恭リーダーは式典に（招かれた訳ではないが）祝意を表すべく

奥様と共に会場に出かけた。吾ら一同は「もし勲章を貰ったら、東海道・神奈川宿、歌川広重の                        
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絵にも画かれたあの田中屋で祝賀会を盛大にやろう！」ということになっていた。 

治郎、恭リーダーからの知らせでは、授与された

のは「表彰状と図書券 2 枚」だった。 

ああ、何と言う尊い名誉であろうか！ 

この結果、「田中屋での祝賀会は今後の楽しみとし、

ただリーダーがつけた“○○拾いの爺さん”とい

う愛称？はビールを振舞ってもらったこともあり、

当分の間は封印する」ということになった。 

治郎は表彰を受けたが故に益々毎日コミュニテイ

＜表賞状を授与される治郎、背筋が良く伸びている＞ーの美化、マナーの向上に汗をかいている。 

 

 

３）２０１３年６月５日（水）晴 大田原宿 鍋掛宿 越堀宿 芦野宿・芦野温泉      

佐薙 鈴木 高崎 松尾 宮川 石和田 距離 19.0Ｋｍ 時間 7Ｈ15ｍ（6Ｈ05ｍ）    

歩数 32.500 

６：０４東京 ６：１０上野 ６：５４宇都宮 ６：５６宇都宮発 ７：４２西那須野着  

バスにて大田原・ 金燈籠着 ８：２０ウオーク開始（佐薙、鈴木、高崎、宮川） 

（７：３７宇都宮発 ８：１７西那須野着 ８：３５ タクシーにて金燈籠着 松尾、石和田） 

 ８：２０ 大田原宿・金発燈籠 大田原神社 龍城公園入り口（大田原城跡） 

 ８：３５ 蛇尾川、蛇尾橋（さびばし）渡橋地点で遅刻組み待機 / 松尾、石和田合流 

 ９：２０～３０ コンビニで休憩 

 ９：５０ 市野沢 小滝コウヤマキ 麦秋の野を行く 弘法大師の碑 

１０：１０ 相の川 愛宕神社 

１０：４０ 休憩、軽昼食 

１１：１５ 那須塩原市 樋沢神社 葛籠石・つづらいし（八幡太郎義家愛馬蹄跡・伝説の地） 

１２：１５ 鍋掛宿 鍋掛神社（愛宕神社） 

１２：３０ 休憩 鍋掛地区小公園 芭蕉の句碑（野を横に・・） 

１２：５０ 那珂川・昭明橋 

１３：００ 越堀宿 浄泉寺 

１４：００ 江戸より４２里碑 余笹川 石田坂・畜魂碑  

１４：４０ 那須町  

１５：００ 黒川橋 河畔で小休止 芦野温泉へのルート選択・相談 

１５：３５ 芦野温泉着 

１６：４０～ 「極上・森伊蔵」で完全踏破前夜祭、盛大に挙行！ 

１８：００～１９：３０ 夕食、松籟館 会席料理、フレッシュな娘さんのサービスに満悦？ 
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１）宇都宮駅乗り換え、アイタッ！出ちゃった！また遅刻 

 新幹線「やまびこ５１号」・宇都宮着６：５４着、在来線黒磯行き６：５６発。これでは五体

不満足には無理か！ ホームへの階段降り口で松尾とばったり、「おう！」。転ばないように、を

第一に、急ぐが、2 人とも秒差で逃す。佐薙リーダーは、積み残された哀れな 2 人を認知したと

いう。上野で乗車の時、あと１輌だけ前方、出口に近ければと思うも、「あとのまつり」なり。 

次の発車は凡そ４０分後の７：３７との表示である。まあまあこんなものだろう。 

今の世に「ケイタイ」というものがあることは良いことなのか。リーダーに連絡後 2 人でのん

びりと雑談、夫々の留守方にも報告する。「ご愛嬌、転ばなくて何より」との返信。 

ところが、もう一つチョンボを重ねた。実は、乗り遅れの２０分後、向かいの上りホームから 

下り・西那須野方面に向かって動く列車があった。「あとのまつり」のリピート。お粗末！ 

予定通り？の遅刻で西那須野着、バス停にバスはなく、先行４人の姿も勿論ない。 

再びケイタイ、「２０分遅れで着くかと待ったが、来ない！先に歩き始める。四郎が案内地図を

持っているので心配なし。追いつくように」とのお言葉。 

痺れを切らして待つ事 5 分ほどか、タクシー現る、神よ、感謝します。 

地域情報収集の機会、「大田原はどうして？鉄道から離れたのでしょう」、「大田原の殿様が丘蒸

気なんかを通すと領内が乱れ、危険になるので・・とお決めになったんですよ」と。 

こういうケースは東海道でも中山道でもあった。時代の大転換に部落の古老、実力者がどう対応

すべきかで下した判断が大きな功罪を分ける。 

（国鉄の宇都宮～黒磯間が開通したのは明治 19 年（1886）だから、もう殿様はいなかったろう

が、そう言う考えが受け継がれていたのだろう） 

 

２）1 歩たりともキセルはしませんよ、お相棒さま！この頑固な石頭め！ 

金燈籠でタクシーを降りた。先行の４人の姿は勿論ない。ま

た、ケイタイ。蛇尾川の橋で待っている。「ホテルの角を、病

院の前を、大田原神社を左に見ながら・・」 

リーダーの口述を懸命に脳細胞に刻もうとする。 

凡そ１５分後、待ちわびていた仲間と合流、すまん済まん！ 

松尾は「追いかけ上手の経験」を生かして、追いつくまでタ

＜ケイタイで指示を仰ぐ、   クシーを飛ばせばいい、とふんでいたらしい。暫くして松尾 

頭ではなく、聴力の差？＞  はこの頑固め！とばかりに、

小生を「石頭四郎兵衛、steinernekopf・シュタイネルネコプ

フ」と名付けおった。仏語選択の松尾が。そこで、当方から

は敬意をこめて秀頭弥五郎（すぐれ頭・「禿」ではない！） 

と返そう。松尾は尻尾ではなく「頭」なのだ。何と６７年前、 

彼はピョンヤン・平壌の山手小学校で１組の級長、そのとき

２組の級長が松延寛之（現・五木寛之）で、まあ彼くらいのもの ＜まだ来ないか、遅いなあ＞ 
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だったな、俺と比べられるのは・・と嘯いたことがあった。大変な苦難を乗り越えて、今、こ

の国で昔の山仲間と街道歩きなどをしているが、もし、残留でもしていたら今頃はかの国の３代

目の陰の特別顧問くらいにはなっていたかも・・。 

蛇尾川（さびかわ）とは、何だか意味がありそうな名前だ。 

蛇尾川（さび）は那須・塩原背後の連山の主峰、大佐飛山・おおさび・（1908ｍ）を源流として

下る「水無し川」で上流部の那須野ケ原では伏流水となって

いる。扇端である大田原郊外・今泉でその伏流水が湧出して、

大田原市片府田で箒川に合流している。 

遅れた 2 人を待ちわびる先行組が見下ろす蛇尾川の水量は相

変わらず少なく、「わびし」かったのではないか。 

川の名前の由来は、その有様が「蛇の尻尾のようだから」と

言う説、「さび」は下野・栃木の方言で「斎日・さいび」のこ

＜やあ！すまん、またやっちゃった＞とで、祭日を決めて、神様に身を清めてもらう行事を行

った流域を流れる川の意」、また、「アイヌ語のサッ・ビ・ナイ・渇いた小石河原の川、に由来

する」説などがある。源流の大佐飛山に由来する、と言うのは見つからなかった。川の上流は「大

蛇尾川」とあるが・・。まあ、「神様に身を清めてもらう行事」に因めば、遅刻組みを辛抱強く

待ちわびた先行組に恵みあれ！だ。    “待つ友の 笑顔にやさし 青葉風”（宮） 

 

３）麦秋、ひなげし、高野槇 

後方の青空に屹立？するのは市野沢交差点に立

つ、樹齢４００年にして尚、樹勢盛んな「コウヤ

マキ」幹周り３．１ｍ 樹高１７．０ｍで一際 

目立つ。 

近くに、平安時代に弘法大師がこの地を通った 

時に詠んだものと伝えられる「蓑に添う 市野沢

辺の ほたる哉」なる句碑が建っている。 

日光といい、この先、福島の入り口の「弘法の衣

替えの清水」といい、どうしても弘法大師には一

度だけは、この辺りに来ていただいた事にしない

とストーリーが成り立たないようだ。      ＜市野沢の高野槇、麦秋と真紅の芥子＞ 

“麦秋の 青空占むる 高野槙”（宮） 

茶黄色の麦畑のあいだに一面「芥子」の紅で塗りつぶされたような場所が挟まっている。 

何にするのか？見当もつかないが、中東などで阿片・モルヒネなどを採るケシではあるまい、 

ヒナゲシ、オニゲシなど観賞用かな。植物学徒の間でも話題にならなかった。世の中の「ケシツ

ブ」のような存在があれこれ思い煩う事はないか。 
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４）八幡太郎義家の馬蹄跡、前九年（安倍氏の滅亡）、後三年の役（清原氏の滅亡） 

カメラマンが階段を登って石ころ２つの写真を撮ってきた。 

「ここ葛籠石（つづらいし）、八幡太郎義家愛馬蹄跡の巨石にまつわる言い伝えは樋沢村に古くから残って

いる。後三年の役（1083～1087）で陸奥平定に向かう八幡太郎義家（源義家）が樋沢村にさしかかったと

き、ふと小高い丘にお宮があるのを見て軍をとめた。よく見ると、それは源氏の氏神である八幡神社であ

った。義家は戦勝祈願にと馬で一気に丘を駆け上がった。 

あまりの勢いに境

内にあった巨石の 

上に馬の蹄が乗っ

てしまい、蹄の跡

がくっきりと刻み    

＜樋沢神社・境内に２つの巨石＞  ＜愛馬蹄跡石＞    ＜葛籠石＞      つけられたという 

またこの時すぐ脇にあるもう一つの巨石が葛籠（つづらで編んだ着物を入れる箱型のかご）に似ているこ

とから義家が葛籠石と名付けたと伝えられる。以後巨石信仰の場、伝説の地として今日まで大切に守られ

て来た樋沢村の文化財である。平成６年３月吉日 那須塩原市教育委員会 」とある。 

“蹄あと 刻む大石 緑さす”（宮） 

「恐竜の足跡」なら８０００万年前のものでも信用されようし、「仏足石」なら釈尊の足型を石面に刻み礼

拝するインドの風習が日本にも伝わり模刻されたもの、として受け入れられる。

しかし、この「愛馬の蹄跡」の伝承となるとどうも？ 

そもそも義家は東山道（奥州道）と東海道のどちらを通ったか、両方か。 

（“吹く風を なこその関と 思えども 道もせに散る 山桜かな” 源義家歌 

千載集所載。また、右の絵は「勿来の関を越えて、戦いに向かう義家」、年英と

いう画家が画いたもので、国立国会図書館が所蔵している貴重な画像、である） 

しかし、義家は２回（１０５１年と１０８３年）、陸奥へ出かけているから今日

まで伝承を大事に守ってきた樋沢村の人達の思いに応えて、１回づつとしておこ

うか。それよりも、源頼義、義家親子が蝦夷を征したと言われる「前九年の役」

と「後三年の役」（司馬さんは、平氏に対して ＜勿来の関の義家、この馬の蹄の跡が刻されたかー転載＞ 

武士化に出遅れた源氏にとって、この２つの役が、しかも源頼義、義家という傑出した武将を得た事は実

に幸運であり、源氏が東国において地歩を築く上で重要不可欠の機会であった、という意味のことを書い

ておられる・「街道を行く・白河、会津のみち」）について触れる。 

 

岳友・佐藤博君（岩手県下閉伊郡山田町、通称・ヘイチャン）は‘９９年に亡くなっている。一人娘・恵

理子さんは両親を早く亡くしたが、結婚して、親の残してくれたホテル業を継いでいた。小生は当時、春

日井などと「そのうち長ったらしい早池峰でも歩こうか」と話していたこともあり、２０００年の初め頃、

三陸旅行の途次、軽い偵察も兼ねて？風光明媚な山田湾を見下ろす丘の上のホテルを訪ねた。 

主人の姓は「安倍氏」で、一人息子の名は「安部○○任」、５～６才で元気に走り回っていた。蝦夷の豪族・
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安倍氏の係累？を思わせているのだ。不躾に聞いてみると「うなずかれた」（＊恵理子さんは３・１１の津

波で車ごと海に流されたが奇跡的に助かった） 

陸奥が中央政権に服する段階は先ず桓武天皇の時代、８０２年

の「坂上田村麻呂」、そして、この源頼義、義家の「前九年の役・

安倍氏の滅亡」と「後三年の役・清原氏の滅亡」そして源頼朝

による藤原氏３代の征討であろう。 

 

「まえがき」でも触れたが、８００年の初め頃、蝦夷のリーダ

＜ヘイチャンのホテルからの山田湾の光景＞ ー、アテルイ（阿弖流為）とモレ（母禮）が坂上田村麻呂

に屈し、奥州・陸奥は一応朝廷の支配下に組み込まれたが（中央政権に従うものは「俘囚」と呼ばれた）、

実際のところは叛乱が絶えず、従属と言うには不十分な状態にあった。朝廷も現地の豪族を「郡司」に任

じたりして、辛うじて支配権を行使していたが、ほとんど放任のようなものだったようだ。 

特に土着の有力な豪族・安倍氏は陸奥国の北上川流域に柵を築き、半独立的な勢力を形成していた。 

１１世紀の半ば陸奥の豪族で蝦夷の首長、安倍頼良が朝廷への貢租を怠るようになった為、１０５１年陸

奥国司・藤原登任が数千の兵を出して安倍氏の懲罰を試みる 

が（鬼切部の戦い）安倍氏の圧勝で登任は都へ帰った。 

ここで登場するのが河内源氏の源頼義、義家である。（９４０年、平将門の乱は平定されたが、平氏の一族

は尚も東国にあり、１０２８年（わが）上総国・房総半島一帯を支配していた平忠常が乱を起す。これを

平定すべく派遣されたのが、瀬戸内海の海賊の棟梁・藤原純友の乱を収めた源経基・清和源氏の祖、の孫

にあたる、源頼信・河内源氏の祖、である。忠常は剛勇を鳴らす源氏一党の出陣を見るや朝廷軍に降服。

頼信の武威は瞬く間に東国一円へ広まり、各地に勢力を張る豪族・在地の武士達は源氏の配下として臣従

を誓うようになった、と言える。その頼信の嫡男が頼義であり、その子が義家という、わけだ） 

 

１０５２年、朝廷は頼義を「陸奥守」に任命し事態の収拾を図る。その後の数年、上東門院（後冷泉天皇

祖母・藤原道長息女中宮藤原彰子）の病気快癒祈願の大赦があって朝廷に逆らった安倍頼良（後に頼時と

改める）の罪が許される、頼義が鎮守府将軍に任じられる、などで、暫くは平穏に推移したが頼義の陸奥

守の任期が終わる１０５６年に頼義の部下が夜討ちに会う（頼義の部下の妹と安倍頼時の息子・安倍貞任

との婚姻関係のもつれ）という事件（阿久利川）が発生、これが拗れ、拡大して戦となる。（戦の口実はど

っちもどっちが何時の世も常とするが） 

戦況は一進一退だったが頼義が津軽の俘囚・安倍富忠を味方に引き入れることに成功、安倍頼時は富忠の

伏兵の矢に当たって１０５７年、敢えなく死亡、その後を継いだのが安倍貞任（弟宗任）である。 

頼義軍は同年１１月、再び陸奥国府（多賀城）から打って出るが、冬期であり、遠征に疲弊し、補給物資

の欠乏などで大敗、義家を含む数人で戦線から辛うじて逃れると言う有様であった。（黄海の戦い） 

頼義が勢力回復をはかる間、安倍氏は衣川の南に勢力を伸ばし、その勢いは盛んなものであった。 

しかし、１０６２年春、それまで中立を保ってきた出羽国仙北の俘囚・清原氏の族長・清原光頼を味方に

つけることに成功（弟武則を総大将として軍勢を派遣）、形成は一気に逆転、朝廷側が有利となり、深手で
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捕らえられた貞任は１０６２年９月１７日に頼義の面前で息を引き取り、安倍氏は滅亡、清原氏が奥羽の

覇者となった。 

（２４歳の義家が貞任を追いかけて“衣のたては ほころびにけり”と詠うと“年を経し 糸の乱れの 苦

しさに“と返してきたので、義家は番えていた矢を外し、貞任を逃してやった、という物語は、義家を美

化したフィクションだろうが、当時の武将の心得を教えてくれる面もある） 

この戦役は源頼義の奥州赴任の１０５１年から１０６２年の安倍氏滅亡までに要した年数から、元々は「奥

州十二年合戦」と呼ばれていたが、「保元物語」や「源平盛衰記」などに「前九年の役」と記されている。 

それには源頼義が本格介入した年を基準に戦乱を９年間とし

て計算したと言う説や「奥州十二年合戦」が「後三年の役」（１

０８３～１０８７）と合わせたものとの解釈（誤解だが） 

から３年を差し引いて「前九年の役」となった、という説など

がある。まあ、詮索はこの程度にして、 

 

八幡太郎義家が主役の「後三年の役」について少し触れる。 

父・頼義と共に「前九年の役」へ出陣した嫡子・源義家＜奥州一の大河・北上川、安倍氏はこの一帯を＞

は源氏の長たるに相応しく武略に通暁し、（歌人でもあるが）反乱者の鎮圧に活躍した実力を買われて１０

８３年に、父と同じく「陸奥守」に任命され、約２０年ぶりに奥州へ下向した（この時、勿来の関を通っ

たのでは？） 

安倍氏滅亡に貢献した「清原氏」は奥州最大の勢力を持つ豪族になっていたが、丁度この頃、武則の孫 

達（武則の嫡子・武貞の子供たち、真衡、家衡、清衡の異母兄弟）の間で紛争が発生、同母の２男・家衡

と３男・清衡が異母兄の真衡（さねひら）に戦いを挑んだ。 

義家は真衡を支援し、家衡、清衡を追討、降伏させるが、陣中で真衡が病死してしまう。 

やむなく義家は裁量で奥六郡を２人に２分したが、今度は家衡が不満として挙兵、叛乱を起した。 

実は清衡の母は安倍氏の首領・安倍頼時の娘で頼時と共に戦った藤原経清の妻だったが、経清が処刑され

た後、敵方の清原武貞が娶っており、清衡はいわば連っ子だった。

そんなことから家衡は清原氏の正統を自認し、旧敵の遺児として

の清衡を攻撃した。 

度重なる家衡の攻撃を許しておけず、苦戦の末、義家は弟・源義

光（森羅三郎義光・甲斐源氏の祖）の応援を得て、遂に家衡を討

滅した。１０８７年９月、これを「後三年の役」という。 

清衡は後に父親の「藤原姓」に復し、

＜北上山地の最高峰・早池峰山・１９１７ｍ＞ ここに「藤原３代、清衡、基

衡、秀衡」（泰衡は頼朝に義経をかばうのか！と脅かされ、敢え無く藤原氏滅

亡の片棒を担いだ）がスタートした。 

この乱を収めた義家はこれを報告するが、朝廷は「これは私戦とし、勧賞はも

とより戦費の支払いも拒否」、更に義家は「陸奥守」も解任された。     ＜ハヤチネウスユキソウ＞ 
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結果として義家は、主に関東から出征してきた将士に私財から恩賞を出さざるを得なくなったが、このこ

とが却って関東における源氏の名声を高め、後の頼朝による鎌倉幕府創建の礎なったと言う。 

平家討滅に向かう源義経軍に東国から陸続と馳せ参ずる源氏一統、那須与一もその一人であったろうか。 

余談の余談を１つ。 

「後三年の役」で源義家に従い奮戦した鎌倉権五郎景時という若き猛者がいた。彼は敵の武将・鳥海弥三

郎に右目を射抜かれたがこれにひるまず、なおも戦い遂に鳥海弥三郎を討ち取り、刺さった矢のまま陣屋

に戻り倒れこんでしまった。そこへ、同僚の三浦平太郎為次がやってきて「矢を抜いてやろう」と顔に足

をかけたところ、矢庭に小刀を抜いて下から三浦に刺しかかった。「何をする、折角刺さった矢を抜いてや

ろうとしているのに！」「大きなお世話だ、武士が矢に当たって死ぬのは本望、しかるに、土足で顔を踏み

つけられるとは末代までの恥辱」「なるほど、尤も」と非を詫び、仲間に権五郎を押さえつけさせて、矢を

抜いてやった、という。 

その、権五郎、翌日には、地の滴る右目に「血止めの蓬（よもぎ）」をあてて、戦場を駆け巡っていたそう

だ。「血止めの蓬！」松尾さん。 

（鳥海弥三郎は追手を恐れ上総国・天羽郡まで逃げてきて、湊川の支流、相川の上流の梨沢に隠れ住んだ。

鎌倉権五郎は逃げ込んだ場所を察知し、討伐隊を編成して追いかけて来て、戦となったが、梨沢の民に大

変な人望を得ていた弥三郎は湊川の支流、相川の入り口附近で権五郎一党を追い返してしまった。そこは

「追い出し・押し出し・オッダシ」と呼ばれ、梨沢部落民の強い団結と誇りを伝え、その末裔と言われる

鳥海家には、槍、鎧、兜、様々な武具などが今も家宝のように保管されている。石和田は毎日、相川の橋

を渡って通学した）・・冗長談義陳謝、多謝。 

 

 

５）レストラン？あるわけない！鍋掛宿で炊き出しでもしてもらおうか！  

那珂川を挟んで対岸の「越堀宿」と一対の宿場、本陣１、脇本陣１、旅籠２３、総戸数 100 

那珂川の増水・川 留めで旅籠に宿

泊出来ない旅人 に宿の住民が鍋、

釜を出し合い、炊 き出しをしたこ

とが「鍋掛宿」の 名の由来。公園の

一角にイベント の名残か、張った

ま ＜芭蕉の句碑＞ まのテントが＜句碑が建つ小公園＞あり、ガスコンロ＜ルートの検

索＞やフライパンがあった。 

吾らも炊き出しが欲しい！ まあ、人工の日蔭に感謝するか。 

時刻は１２時半、欠食老人、文句が多いぞ！（ちゃんと給食タイ

ムを取っただろう？確かに２時間前、１０時４０分頃、愛宕神社でお参

りはリーダーに任せ、吾らはゆっくりと日蔭で休息、持参の握り飯を頬

ばったのは確か、でした） 

“野を横に 馬牽き向けよ ほととぎす”これは芭蕉＜愛宕神社脇の日蔭で休息・昼食＞ 
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が元禄２年（1689 年 4 月 16 日）に、馬の手綱をとる馬子に与えたもので、広々とした那

須野の狩を思い起し「私も武将になったつもりで、いばって命令してみようか」という心

境で詠んだものだそうだ。どれほど素晴らしいものか小生にはわからない。 

“ほととぎす 一声鳴くや 芭蕉句碑”（宮）（道中、時鳥の鳴き声を聞く、とある） 

 

（ホトトギスはどういう例えに使われるのか、漢字だけで７種も

ある。杜鵑、時鳥、子規、不如帰、蜀魂・・。 

日本文学、特に和歌に現れ、あやなしどり、くっこどり、うつぎ

どり、しでのたおさ・死出田長、たまむかえどり・魂迎鳥、夕影

鳥・・など様々である。何だか不気味なものもある。 

主として「鶯の巣」に卵を産み、抱卵、育雛を委ねる、ちゃっか

＜渡り鳥・初夏に南から渡ってくるー転載＞りもの、ヒト？の良い鶯は自分の２倍にもなる雛をせっせと

育てるという。中山道の高宮宿と愛知川宿の間で、近江商人・伊藤長兵衛出生の地に来た時、恭リーダー

が突如、「鳥の聞きなし」って知っているか？と言い出し「メジロはチョウベイ・チュウベイ・チョウチュ

ウベイ」だと、そのときホトトギスは「テッペンカケタカ・オショウトンデッテコイ」などと勉強した。 

古くは「ホンゾン（本尊）カケタカ」とも言ったらしい。 

古く万葉集には１５３例、古今和歌集には４２、新古今和歌集には４６例も詠まれているという。歌に詠

まれる鳥としては、「うぐいす」、「たず・つる」「かり」など他にもあろうが、どうもホトトギスは圧倒的

な気がする。子育てを鶯に託し、自分は昼でも夜でも鳴き通し。その年の初めて聞く鳴き声は「忍音・し

のびね」といって珍重され、（暇な）平安人はこれを聞くために徹夜したそうだ。ついていけない！ 

“卯の花の 咲き散る岡ゆ ほととぎす 鳴きてさ渡る 君は聞きつや”（万葉集１９７６番） 

“ほととぎす 鳴きつる方を ながむれば ただ有明の 月ぞのこれる“（後徳大寺左大臣・藤原実定）、 

”五月雨に 物思ひをれば ほととぎす 夜深く鳴きて いづちゆくらむ“（平安前期の歌人・紀友則） 

俳句の世界ではどうか？ 

“目に青葉 山ほととぎす 初鰹”（山口素堂・１６４２～１７１８、芭蕉と親交があり蕉風の成立に大き

な影響を与えた）この句は１６７８年の作で先の芭蕉の句より１０年ばかり早い。 

さて、近代俳諧の改革者、正岡常規（つねのり）は２２歳のとき肺結核と診断され、自らを「正岡子規」

と名乗った。「子規」はホトトギスの別名である。赤い口を開いて鳴く様が結核患者の血を吐く様に似てい

るからだ。「鳴いて血を吐くホトトギス」と言われた。 

子規は２２歳の５月、「卯の花の 散るまで鳴くか 子規」と詠み、自分の余命はあと１０年と思い定め、

これに屈することなく、新しい俳諧の雑誌「ホトトギス」を発刊した。 

 

ホトトギス談義で暇を費やしてしまったが、結局石和田の理解をこえている。 

別途、宮川宗匠や佐薙バード学徒に特別講義を願うほかに無さそうだ。 

 

６）仙台藩主の参勤交代は川留め、仮小屋を建てて待つ、越堀宿の始り（１６３５年） 
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那珂川は天然の要塞、徳川幕府は北への備えとして川の手前を天領とした。渡れば黒羽藩

領。（宿場外れの浄泉寺の参道入り口に「従此川中東黒羽領」という石柱があった） 

那須連山・茶臼岳に源を発し、常陸国で太平洋に注ぐ全長１５０Ｋｍのこの川は関東で３

番目の大河という。水は綺麗でかっては鮭も遡上、水戸様に

献上されたとか、今、どれほどの鮎が釣れるやら、鮎つり解

禁の日などは良く映像にも出てくる。 

越堀宿は那珂川の増水で川止めになったときの宿場で、鍋掛

宿と一対で機能を果した。 

丁度、日光道中で利根川を挟んで小山宿と新田宿で役目をは

たしていたのと同じだ。（東海道・大井川を挟んでの島田宿と 

金谷宿のコンビはスケールが大きいが） 

＜那珂川、鮎がいるか＞ 正保３年（１６３５）仙台藩伊達公が参勤交代で江戸に向かう

途中、那珂川が増水して渡れず、越堀に小屋を建てて逗留したことが宿場の発端、宿場の

成立は１６４６年だった。 

本陣１、脇本陣１、旅籠１１、戸数１１３、居住者５６９人と江戸末期の記録にある。 

“那珂川の 川面に映ゆる 谷若葉”（宮） 

交通標識は左・白河、芦野  右・伊王野、国

道２９４号とある。伊王野への道は「関街道」

と呼ばれ、かっての「東山道」で三蔵川に沿っ

て北上し、旗宿の白河関へ通じる。 

（＊路としての東海道は常陸国北部で内陸に

入り、棚倉構造線沿いの構造谷を北上して東山

道に合流、接続されていた。２８９号は勿来―

棚倉―白河と繋がっている） 

いよいよ近づいてきた。 ＜那珂川を覗き込む、魚影はあるか、遥かに源流を思うや＞ 

 

７）車窓から景色を眺めるように、主役は画面に登場しない、２時間余。 

那珂川を越え、越堀宿を過ぎてから凡そ２時間、６Ｋｍ，松尾の（監視？）カメラは６人

の映像を捉えていない。丁度、景色の良い山野を走る列車の窓から外の風景を眺めている

ようだ。悪くない。だが、時刻はきちっと捉えている。 

那珂川に架かる昭明橋が１２時５５分、芦野温泉入り口の黒

川橋が１５時０４分である。 

道中を松尾のカメラ、宮川宗匠の１７文字などで寸描する。 

“駒送る 思いせつなし 那須の風”（石） 

＜征馬之碑・13 時 02 分＞ 名馬の産地・那須野ケ原からは沢山の馬が戦線へ送られたのだ

ろう。立派に役目を果せよ、命長らえよ・・と愛する馬に向かって切ない思いを込めて送
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り出したに違いない。 

深く大きく刻まれた４文字に、その思いが込められている。 

 

“余笹川 遠き山並 雲の峰”（宮） 

喜連川を発ってから、さて幾つ目の川か、下野の原野は幾筋も

の流れ、低い山稜が襞のように北から南へ下って大地を分ける。 

その区切られた地域ごとに、領主が根城を築き、争いを ＜余笹川、那須連山・茶臼岳 

繰り返した。領民は墾田に励み、安寧を願ったであ （1917ｍ）に発する・14 時 09 分＞ 

ろうが、哀れにも翻弄され続けた。しかし、青田は今日まで守られてきているようだ。 

 

“田に畑に 頼りに過せし 日々のあり”（石） 

牛の像を中心に馬頭観音、二十三夜燈、庚申塔が並んでいる。 

家畜は家族だ。殊に、牛は馬と並んで、農耕、運搬、搾乳な

ど農民にとっては欠かせない存在だったろう。（平安時代には

貴族の車を牽いていた） 

機械化が進み、牛のパワーに頼るところは少なくなったが、

牛乳の提供など、尚、益々有益な家畜である。 

＜畜魂碑・14 時 16 分＞ 吾らと共存、相互に助け合ってきた家畜は他にもいる。 

「畜魂碑」とは、よくも名付けたものだ。 

  

“黒川や ゆだち来ぬ間と 道尋ぬ“（宮） 

黒川橋を渡ったＴ字路に「芦野温泉」という大きな 

看板が出ていた。 

黒川の河岸で小休止したが、恭、宮さんがどの道を取る 

べきか検討している。要は宿泊予定の「芦野温泉」はこの

街道から１Ｋｍほど北側に離れたところにあり、入り口は 

この橋を渡ったところと街道を更に１Ｋｍ余先に ＜黒川橋と赤い看板・15 時 04 分＞ 

行った「芦野宿」側と２通りある。 

謂わば三角形の頂点へ今日は１遍（１Ｋｍ）で済ますか、2 遍（２Ｋｍ）をこなすか？ 

ところが、次第に空模様が怪しくなり、かつ 6 人の顔つきを恭リーダーがシャープに読み

取り、地元の人のアドバイスに沿って直行する事となった。明日は明日であるか！ 

 

８）「極上森伊蔵」で盛大に五街道踏破の前祝！  

黒川橋から「芦野温泉」までの約１Ｋｍ、リーダーの歩調が軽快になった！。 

緑濃いアクセス道路の両側には別荘が散在、銘々に表札が出ている。 

だらだらと６～７０米（最後の登りだ）ばかりを登りきると、展望が開け、テニスコート、
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その他の遊戯施設も散見され、さながら高原のミニ・リゾートの観、夏場には賑わうのだ

ろうが、今、人影は見られない。鶯の澄んだ声が主役のようだ。 

実力通り？の順番に全員、目出度く到着。午後３時３４分。６里２４Ｋｍ、よく来た！ 

 

待ちに待った時が来たようだ。 

恭リーダーがわざわざこの時のために、仲間と感動の祝杯をあげるために、道中一言も触

れることなく背負ってきた「魔法の液体」が愈々登場である。 

７２０ｍｌの液体を入手するには様々な苦労話が登場する。 

要は執念、忍耐、経験則やコネ

のフル活用、そして幸運。 

この透明な液体がどれだけ素晴

らしいのか、味や臭いほど評価

の尺度が微妙なものはない。 

＜神妙な面持ち＞それを如何にも感極まる表現で＜種子島焼酎の老舗・御曹司の酌で＞ 

評するのは宮さんだ。生 まれつきに加えてメ

ガバンクでその技を磨い てきたからだろうか。 

７２０ｍｌを５人で等分 すると１人あたり 

１４４ｍｌ、日ごろは控 えめな克夫、寛二も

精一杯、味わっているよ うだ。 

真に良いものとは下戸？ をも引き込んでいく

魔力があるのかもしれな い。 

宮さんの褒め言葉は何回 ＜この時のために、全員で支えあった！＞ 聞いても快い。 

（今や酒と離縁した小生にとっても「ラベルのボレロを聴いているような心地良さ」だ。） 

 

＜諸君乾杯＞        ＜この一口＞       ＜最高だね＞ 

主役の恭リーダー、欠陥車揃いの一団を何とか此処までリードしてきた、それこそ辛抱、

我慢、細心の準備、配慮と決断、その最終結果が間もなく得られる！と期待されるこの時

の、この満足そうな表情、感謝のほかにない。 

恭リーダーの後ろの壁には「生命禮讃 賜わりし いのち 花咲く 思いかな」とある。 

まさに、この時のために掲げられた一幅の感あり。 

（処でこの７２０ｍｌの瓶の栓、昔々、見覚えがある代物。太い針金でコルクの栓が瓶の首に結び付けら
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れている仕組みだ。この栓の方式を何と言うか？分からない。已む無く鹿児島の「極上森伊蔵」へ問い合

わせてみた。“シュリンク”と呼んでいるそうだが、酒蔵の旦那も“メーカーからその名前で納入されてい

る”とのこと。聞く方がおかしかったか？。ただ、この方式を使っているのは長期洞窟熟成酒“極上森伊

蔵・７２０ｍｌだけ”と言う事はわかった。絶滅危惧種か。 

この独特の栓をする７２０ｍｌの青い瓶に治郎本家の「しま甘露」でも入れて飲ませてみようか、という

ことで恭リーダーにはまた瓶を担いで戻ってもらった。利き酒？を得意とする御仁の出来栄えを試してみ

たいわ。 

この件、内緒にしておく） 

 

９）夕食もまた良し、これで明日はゴールだ 

「食前酒」で気分宜しき吾らには「松籟館」のテーブルに運ばれる夕食もまたよしだった。 

氏家宿から大田原宿を経て此処まで（多分、明日もまた）昼食は全て路傍の木陰、これ

はこれで野趣もあり、悪くはなかったが、今宵の「会席料理」は街道

ウオークのフィナーレとしては結構でした。 

  御献立 

先付 湯葉、揚げだし 

前菜 水無月三点盛 

御造 鮪、縞鯵、甘海老 

豆富 自家製ざる豆富 

向付 ロースト 

＜ 菫 色 の 笑 顔 ＞                                           焼物 鮎塩焼     

      ＜会席料理、調理雑誌カメラマン松尾撮影＞  箸休 蕗、胡麻味噌和え 

孫か曾孫か、笑顔が麗しい１８歳、鄙にはこんなにフレッシ 御飯 栃木産こしひかり 

ユ、汚れとは無関係なお嬢さんが明るく活き活きと旅人を  御椀 味噌汁 

迎えてくれる。 傘寿老生一同元気回復。         香物 白菜 胡瓜 セロリ 

これで、明日のエネルギー注入は出来たようだ。      甘味 桃ゼリー 

 “香りたつ 芦野の原の すみれ花”（石）        ＋お嬢さんの笑顔                        

  

 

 

２）２０１３年６月６日（木）晴 芦野宿 白坂宿 白河・女石   

佐薙 鈴木 高崎 松尾 宮川 石和田 距離 24.0Ｋｍ 時間 8Ｈ35ｍ（7Ｈ25ｍ）   

歩数 41.000 

（５：００起床 ７：３０～朝食） 

 ８：３０ 芦野温泉発 ８：５６ 黒川橋（今日の出発点）夫婦石 

 ９：３０ 芦野宿 丁子屋 芦野城跡入り口 平久江家 石の美術館（元本陣跡）   
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１０：００～２５ 遊行柳休憩所 （田圃の中の）遊行柳 投句あり 

１０：４０ 那須町峯岸・べこ石 白河の関跡１０．６Ｋｍの表示（初出） 

１０：２０～３０ 高瀬のお堂 休憩・克夫持参の饅頭配給 牛頭観音 

１２：２０ 泉田の一里塚 初花の清水と瓢石 

１３：２０ 境の明神（下野側・栃木） 

１３：３０ 境の明神（陸奥側・福島）弘法大師衣替えの清水 

１４：３５ 金売り吉次の墓入り口・休憩 松尾持参のぼた餅配給（松尾・石和田、吉次 

 の墓参り）白坂宿 戦没大垣藩士の碑 白河関跡への分岐点 

１５：３３ 戊辰役古戦場 田辺軍次の墓 長州藩、大垣藩士戦没の碑 

１６：１０ 白河駅前交差点到着 鈴木、高崎両君帰路に 

１６：３５ 阿武隈川 

１６：４９ 奥州道中終着点（仙台藩士戊辰戦没之碑）・女石到着 満願成就！ 

      （白河市内、小峰城などを望見、ＪＲ白河駅へ 新白河で東北新幹線乗り換 

え、帰路につく）   

 

 

1） さあ、いよいよ！   

何だか、清々しい感じではありませんか。堂々としている。「出征兵士の勇姿」では表現が

悪いかな。 

６人の６０年前を重ねたらどうか。 

「サマになっている」から頑張りな。 

昨夜は「ハイオク」を満タンにしたんだ

から、調子を上げすぎないように用心。 

昨 日 の

「三角形

の 2 辺      

＜ 一同勢揃い・芦野温泉ホテルフロント＞ と 1 辺」の 

分岐点に戻って来た。今日のスタート地点である。 克ちゃ

んが小用をたしている間、お陰様で早くも小休止。有難い。＜早速、両友は先々の勉強＞ 

 

2） 芦野宿、那須七党の１、芦野氏の城下町、雰囲気は残っている 

「芦野宿」は下野国北端の宿場で本陣１、脇本陣１、旅籠４０余の、まあ、中規模の宿場

と言えようか。 

奈良川を渡ると往時の面影を残す小奇麗な町並みが展開する。ここは、「芦野氏」の城下町

に出来た宿場である。語弊を恐れず申せば「川留め」が理由で置かれた「鍋掛や越堀宿」

などとは雰囲気が違うのだ。 
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右側（東側）の芦野氏の陣屋（桜ケ城、御殿山）が置かれた低い丘陵と、左側の奈良川に

挟まれた街道の両側の家々には「和泉屋」、「屋根屋」「紙すき屋」などと大きく「屋号」が

出されていて、町並み保存、整備に力が注がれているのが伝わってくる。 

恭リーダーが「うなぎや」がある筈だときょろきょろと忙しい。 

ありましたよ、今も現役のレッキとした「うなぎや・丁

子屋」、旧旅籠で、１５代目当主が今も３００年の伝統を

守っているようだ。かっては奈良川、黒川、余笹川など

で幾らでも取れたのだろうが、今日では「日本うなぎ」

は絶滅危惧種、さぞ骨が折れましょうが、頑張って！。 

元々旅籠の、この「丁子屋」には８畳２間の「蔵座敷」

があるそうだ。道中、身分の高いもの、命の惜しいもの

＜旧旅籠・名物うなぎやの丁子屋＞？は、「襖１枚で仕切られた」寝床はさけた。弥次・喜

多の滑稽話に限らず、吾らのなかにも若い頃「襖の向こうが気になって一晩中寝るに寝ら

れなかった！」と未だにボヤク者もいる。だがわが友よ、往時はそれが当たり前、見ても

見ぬふり、聞こえても聞こえぬ振る舞い、ああ、庶民の暮らしのマナーは次元が高い。 

（芦野の歴史は古い。芦野、伊王野地域は奈良時代には既に那須温泉が保養地として栄え、また仏教伝播

の痕跡もあるという。奈良川の名の由来にも繋がるか。「ナラ」は奈良・那羅・寧楽などとも書いたらしい

が朝鮮語の「みやこ」と言う意味だと聞いた事がある。全国にこの地名のところは沢山ある。木曽路の奈

良井の時も似た話を聞いた。 

芦野氏は戦国大名・那須氏の一族で那須七騎（那須、千本、大田原、大関、福原、伊王野、そして芦野）

の一つに数えられた。 

一方、那須氏は下野国の北部を支配し、先に松尾弥五郎の「早乙女坂の戦」でも触れたが、宇都宮氏など

と絶えず争いを繰り返してきた「関東八屋形」（宇都宮、小田、小山、千葉、結城、佐竹、長沼、那須・・

こちらのグループの方がワンランク上）の一つである。 

那須家は藤原北家・道長の六男長家に始まり鎌倉時代の初期、資隆が那須氏を名乗り（那須与一は２代目

という説）室町時代に最盛期を迎えたようだが、その過程で「宇都宮氏」や「伊王野氏」などが枝分かれ

し那須資忠の時、四男資方が芦野氏を名乗り、祖となった。この資方から１２代目の資興が天文年間（１

５３２～１５５５）に芦野城（陣屋）を築いた。 

なかなか、智勇に優れ、戦国大名・那須氏の一翼を担って戦国争乱のなかを生き抜いて、何と幕末まで細々

（３０００余石とも４５００石とも言われる）ながら「無役で参勤交代をする旗本・交代寄合い」として

２６０年間、存続した。１５９０年の小田原攻めでは芦野盛泰が参陣し秀吉に謁見、「奥州仕置」の際は芦

野に茶亭を構えて諸軍を慰労するなどして秀吉に気に入られ、所領を安堵された。盛泰の子・政泰は１６

００年には江戸で徳川家康に謁見して、所領を加増されるという、実に上手な世渡りをした。 

これを見るに芦野氏は自家の存続に巧みだったようだが、併せて領民との共存・共栄があ

ったと見たい。今、この宿には、何かそんな雰囲気が残っているような気がする。 

旧本陣跡には石造りの博物館があり、立ち寄れば色々勉強になったろうが、克ちゃんと治
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郎が入り口を覗くだけで、通過した。 

“芦野宿 屋号記せし 夏暖簾”（宮）・・屋号の書かれた暖簾や常夜灯が並んでいた 

 

３）遊行柳、ここのじゃありません。柳の寿命は１００年、じゃあ今見る柳は何代目か？ 

芦野宿の北の出口、曲尺手（かねんて）を２～３回曲がって凡そ１５分、左前方に柔らか

く丸みを帯びた樹の塊が見えてきた。宮川宗匠お待ちかねの「遊行柳」のようだ。 

芦野温泉ホテルを出てから１時間半、大休止？を願いたい時刻。 

「遊行庵」とある。大きな柳が青々と枝を垂れ、その前に大きな説明板があり、「遊行柳」

の謂れから「西行の歌」他 10 首ばかり、「芭蕉の句」

ほか２０句、そして「現世の俳諧人による投句箱・一

級作品」が２５句ほど短冊に書かれて掲示されていた。

休憩所に入る。道中、楽しみの 1 つとして来た場所へ

遂に来たか！ボランテイアか、みやげ物棚の陰に隠れ

るように座っていた中年のご婦人が迎えてくれた。 

ゆっくりと、諸々の話を聞かせてもらう。 

「遊行柳はここの柳じゃありませんよ」、あれあれ・・ ＜遊行庵・青柳は風に揺れる＞ 

「柳の寿命はせいぜい１００年です」、じゃあ、今の柳は芭蕉の見たものから何代目？ 

「遊行柳」と言われるものは「庵」の裏側を左へ右へ３

００米ほど離れた「植田」のなかにあった。 

＜植田のなか、左側が遊行柳 

中央写真、玉垣のなか＞＜○○クラブ会長！一句を＞＜芭蕉の句碑と対峙するリーダー＞ 

“田一枚 植えて立ち去る 柳かな”（Ｍ）1689 年 6 月 

“一枝揺れ 田面に映す 柳かな”（Ｍ）2013 年 6 月 

流石は宗匠、早速一句ひねって、投句した。 

（入選間違いなし！短冊に書かれた掲示を見に来なくちゃ、

ね） 

更に、宗匠はもう一句。句作へ 

＜一句出来ました、宮川宗匠＞ の意欲が掻き立てられたよ

うだ。他の５人は感じ入るばかりだったか・・。そこで一句！ 

“一句だに ひねれず立ち去る 柳かな”（石） 

いやいや、柳の精をたっぷりと感得出来た？＜柳の梢を見上げてはみるがお手上げです＞ 
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＜克ちゃんの背後に一級作品に選ばれた秀句が２５～３０句

ほど短冊に書かれて掲示される。宮さんの作品が掲示される

日も近かろう＞ 

 

＜右側のご婦人、

遊行柳はあっちの

田圃の中ですよ、

と教えてくれた。 

親切に応えて、克

ちゃんが先ず大福を購入、松尾が「那須の昔ばなし」なる冊

子を、小生もつい１冊。遊行庵の内部にはやたらと、芭蕉の「田一枚・・」や「奥の細道」

の一節、「清水流がるゝの柳は蘆野の里にありて田の畔に残る。・・」、西行の「道のべに・・」、

などが書かれた色紙や軸が目に付く。幽玄の世界に浸るほどには行かないが。 

 

だが、「柳の精」、「遊行」の語感からは、ついふらふらと「情念」の世界に入り込みたくな

る。「柳に風」、これまた「風柳・風流」なりと、ご隠居さんよ、こじ付けも甚だしいが。 

 

室町時代の初め、能作者の観世元清（世阿弥 1363～1443 年）は西行の庵にある老木の桜を題材に謡曲「西

行桜」を作ったが、これをもとに観世小次郎信光（1435～1516 年）は西行が那須・芦野で詠んだという

「道のべに 清水流るゝ 柳かげ 志ばしとてこそ 立ちどまりつれ」（新古今和歌集）の柳を主題にして

謡曲「遊行柳」を創作した。（観世信光は「紅葉狩」、「船弁慶」、「羅生門」など数々の名作を残している） 

その筋書きは、「遊行上人（一遍上人 1239～1289）が奥州行脚の際に、老人の姿をした柳の精に出会って

西行が詠んだ「朽木の柳」へ案内された。老人は、上人に念仏を授けられ成仏するが、夜になって再び現

れ、上人に柳にまつわる故事（西行の出家、奥州下向なども）をつらつら語り報謝の舞を見せて姿を消す」、

というものである。 

この謡曲のお陰で芦野の柳は「遊行柳」と呼ばれて広く世に知られ、歌枕の地ともなった、という。 

芭蕉は、西行ゆかりの遊行柳に心を寄せ、元禄 2 年（1689）4 月 19 日（２０日ともあるが、新暦 6 月 6

日）に那須湯元を出発、芦野の遊行柳に立ち寄り、白河の古関を廻って白河に泊まっている。 

「奥の細道」では、憧れの遊行柳の地に立った感慨を「清水ながるゝの柳は蘆野の里にありて田の畔に残

る。此所の郡守戸部某の此柳みせばやなど、折ゝにの給ひ聞こえ給ふを、いずくのほどにやと思いしを、

今日此柳のかげにこそ立より侍つれ」と記している。 

「郡守戸部某」とあるのは、実際は先述した芦野の領主で旗本の芦野民部資俊（すけとし）で、俳号を桃

酔（とうすい）といい、芭蕉の門人の一人だった。（芭蕉が門人の名前の「民部」を「戸部」としている、

ことには何か訳があるらしい） 

芭蕉はこの桃酔から、大好きな西行に纏わるこの「遊行柳」の話を聞かされ、是非立ち寄りたいと念願し

ていたようだ。 
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また、西行の「道のべに・・」の歌は芦野で詠んだものではなく鳥羽殿の障子に描かれた柳の絵に西行が

画賛をいれたものだという。観世信光がこれを承知で、このように書いたかどうかは小生にはわからない。 

遊行柳が白河関より北にあるように書かれている由で、室町時代の都人の認識としては止むを得ないか。 

ただ、西行が生涯で２回（1144 年と 1186 年）、奥州に旅したことは間違いなかろうし、この地を通ったと

き、柳を見たかもしれない。西行に惹かれている芭蕉にとって地理的誤認などは問題外だったのではなか

ろうか。 

芭蕉が「遊行柳」に立ち寄ったのは元禄 2 年（1689）4 月 19 日・新暦 6 月 6 日、我等が訪れたのも 2013

年 6 月 6 日、この一致は一体なんだろう！！ 

 

４）「白河の関跡へ６．２Ｋｍ」の表示、近づいてきたな。 大福食べて一休み 

遊行柳を出て、それこそ植田のなかを進む。 

大きな牛が臥しているような「べこ石」、馬だけでなく

牛も大事にされてきたのだ。 

そして、初めて「白河の関跡」への表示が現れた。だが、

我等が辿る奥州道からやや右方向・東を指している。立

ち寄らないのだ。 

旅人の群れは黙々と

下野と陸奥の国境を 

  ＜青田の中の畦道を行く＞  目指す。 

緑に包まれ、所々に農家が散在する長閑な風景、木陰があ

ったら一休み、を所望したい気分だ。 

何も芭蕉のように、「早乙女たちが一枚の田を植え終わる」

ほどの長さでなくてよい。当方は句想も沸かないし、せい

ぜい賑やかに唄う蛙の声に癒されるほどでよいのです。 

間もなく「高瀬のお堂」なる絶好の場所に来た。      ＜高瀬のお堂で一休み＞ 

早速、克ちゃんが遊行庵で仕入れた大福を振舞ってくれたワイ。元気が出るなあ・・。 

 

５）２社ある「境の明神」、どうして和歌の神が？ 

「遥けくも来つるものかな・・」、遂に下野国と 

陸奥国の国境に来た。宇都宮から３日半、緑の

風に誘われ、下野の蛙の声に送られて、峠越え

という感じかな。 

“明神に 梅雨晴れを謝し 陸奥に入る”（宮） 

３４５年の昔、芭蕉翁や曾良はどんな思いだっ

たろうか。 

＜玉津島神社・衣通姫命を祀る＞   下野国側は「玉津島神社」、御祭神は衣通姫命（そ
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とおりひめ）1,053 年に紀州・和歌の浦から勧請

した、とある。 

５０～６０米先の陸奥国側は「住吉神社」、御祭

神は中筒男命（なかつつおのみこと）である。 

古代、国境には住吉神社と玉津島神社の両神を 

祀ることが慣わしだったという。 

両神とも和歌の神として知られ、女神は内・自

らの国を守り男神は外・他地方を抑える、とい

う考えだそうだ。何故？和歌の神が国境に？   ＜住吉神社・中筒男命を祀る＞ 

 

（衣通姫命―美しい肌の色が衣を通して照り輝いていた、という。日本書紀で允恭天皇の妃、弟姫（おと

ひめ）のことで、姉の皇后忍坂大中姫（おしさかのおおなかつひめ）の妬みを受け、河内国茅渟（ちめ）

に身を隠した。後世、和歌の浦の玉津島神社に祀られる、和歌三神の１． 

中筒男命＝住吉神・すみのえのかみー大阪住吉神社の祭神である表筒男命（うわづつのおのみこと）、中筒

男命、底筒男命（そこづつのおのみこと）の三神。イザナミノミコトが筑紫の檍原（あはきはら）で禊を

した時に生まれたという。航海の神、また和歌の神とされる。 

衣通姫命は美人の神ということで、早速、富士山・浅間神社の祭神、木花之開耶姫・コノハナサクヤビメ

を神様の美人コンテストのトップに置く富士山学徒の恭リーダーが薀蓄を開陳した。 

勉強不足（記紀を熟読すべし？）で神代のことはとても解らないがロマンがあっていい。 

中山道の碓氷峠の頂上にも上野国側と信濃国側と隣り合わせで２社・神が祀られていたが、熊出没騒動？

と深い霧で祭神を確かめる余裕はなかった） 

 

６）陸奥国・白坂宿に入る、いまだ戊辰戦争の戦跡が生々しく 

陸奥側の「境の明神」から坂を下り、弘法の「更衣（ころもがえ）の清水」を過ぎると「福

島空港へ３８ｋｍ」などという表示も現れ、確かに別の国へ来た、という感じを覚える。 

そして、間もなく小さな「白坂宿」に入る。宿入り口の左側に「大垣藩士酒井元之丞戦死

之跡」の石碑が建っている。 

たった１４５年前の戊辰戦争の記録は余りにも生々し

すぎる。 

芭蕉はこんな歴史的情景に心を煩わされることはなか

ったろう。 

今、此処に会津の男・吉田義則君がいたら？！と思うと

一層重たい気分になる。 

しかし、これも、この国が生まれ変わる何回目かの脱皮

の苦しみ、痛みと捉えるしかなかろうか。    ＜大垣藩士・酒井元之丞戦死之碑＞ 

２６０年余続いた徳川の幕藩体制からの一大転換に当たって、薩・長・土・肥は兎も角、



 45 

その他の全国の藩は、それぞれの置かれた立場に立ってどう対応すべきか大変な苦悩、苦

痛を味わった。此処白坂の大垣藩の藩士の墓碑を目にし、尾張藩の克ちゃんが「大垣藩は

股裂きのような苦しみを舐めた」と、語ったこともあり、厖大な戦没、犠牲を生んだ戊辰

戦争の悲劇を現す小さな一例として触れさせていただく。 

（譜代大名だった大垣藩は鳥羽伏見では幕軍だったが、その後小原鉄心の説得で藩論を勤皇に統一し、藩

主・氏正は上洛して謝罪した。その結果、（よくあることだが）東山道鎮撫の先峰隊を命じられた。 

９代藩主・氏正の正室は薩摩藩主の娘、他方氏正の次女は二本松藩主・丹羽長国の正室だった。氏正は密

使を二本松藩に送るなどして恭順、降伏を勧めたが、成功せず、娘やその夫と戦う事になった。 

新政府軍の一翼を担う大垣藩の総隊長・酒井元之丞重寛は自軍の先頭に立ち兵を指揮していたが、持って

いた軍旗が東軍の銃撃目標となり、胸部に銃弾を受けて、この地で陣没した、という。 

後年、妹の「かつ」は「進み出て 績をつくした この神の いまは偲びて たつる石ふみ」と詠み石碑

を建てた。 

ここで戦没した大垣藩士３名（酒井と瀬口光忠、松岡惣兵衛）は白坂宿内・観音寺に合葬されている。 

長州藩、薩摩藩、土佐藩等が反幕に及ぶ背景は小生にも解るが、大垣藩のような譜代の大名のところで藩

論を半幕府に切り替えるのは容易ではなかったに違いない。この種の不条理？は数え切れないほどあった

筈で実に切ない話である） 

この戦没之碑の少し先に白坂宿の中心となる十字路・泉岡交差点がある。芭蕉はこの十字

路を右折、（現・２８９号線、水戸―棚倉―白河線）途中から南に下がって１里半ほどの「旧

白河の関」があったという「旗宿」に向かったはずだ。勿論、当時は「白河の関跡」の碑

などはなく（白河藩主・松平定信が「関跡」の碑を建てたのは 1800 年）、何処が「白河の

関」か見つけられなかったようだ。「・・心もとなき日数を重ねるままに白河の関にかかり

て旅心定まりぬ」ではるが「・・春立てる霞の空に白河の関を越えんと・・」楽しみにし

てきた芭蕉翁の落胆は否めず、この地では一句も作らず立ち去ったようである） 

 

７）「金売り吉次の墓」にお参り、街道から  

白坂宿から凡そ２５分、「皮籠・かわご」という難しい

名前の集落に来た。 

街道の左側に小さな神社と集会所、その角に「金売り

吉次の墓入り口」の表示がある。やれやれ休憩。 

ところが、松尾が「吉次の墓」へ行こうという。 

何故か松尾と小生だけが手を上げ、他の４人は日蔭で

大休止、「おとなしく待っているように」、と松尾から  

＜吉次３兄弟の墓に参る松尾＞  芦野温泉で仕入れた「ぼたもち」がふるまわれた。 

（金売り吉次は「奥州の金」を京で商って長者となり、幼少の義経を鞍馬山から平泉の藤原秀衡のもとへ

連れて行った伝説的人物だが、１１７４年に野盗の集団（恭リーダーの資料では３００人余）に襲われて、

この地で落命したという。 
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吉次３兄弟の墓、中央に吉次、左は吉内、右に吉六。憐れに思った里人が、ここに葬り供養をしたという。

後に、源義経がここに立ち寄り、吉次兄弟の霊を弔い、近くの八幡神社に合祀したと伝えられる。 

「皮籠・かわご」の地名は群盗が吉次から奪った砂金入りの皮籠からつけられたもの、という） 

松尾も小生も「金」には縁がないな。依って群盗に襲われる心配もない、ということでガ

ードマンをつけて旅をすることもない。 

 

８）戊辰戦役の激戦場・稲荷山、「奥羽越列藩同盟の旗・「五芒星」 

 白河に入る手前、２９４号が右折する一角に戊辰戦争で亡くなった、旧幕府、新政府軍

双方の戦死者を供養する大きな「戦死墓」と書いた慰霊碑が建っており、個別に３０４名

の会津藩戦死者のもの、その反対側には長州藩兵士３名、大垣藩兵士３名のもの、田辺軍

次のもの（後述）があった。 

“両軍の 碑に供へあり 百合の花”（宮） 

背後の小高い山は２ケ月余に及ぶ白河口の激戦

の地で今は稲荷山公園として整備され、その一

帯には新政府軍と戦った奥羽越列藩同盟（会津、

庄内藩と奥羽、越後３１藩）の旗や「同盟の軍

旗・五芒星」（後述）がはためいていた。 

“夏草に 藩旗はためく 古戦場”（宮） 

自転車を転がして通りかかったご婦人が   ＜薩摩の治郎が感慨深げに説明板を見る＞ 

稲荷山に登って行かれませんか」、と気軽に声を掛けて下さった。 

白河の人々は旧幕府、新政府の戦没者を等しく供養したようで、このような慰霊、供養の

碑は現在、市内に３０ケ所以上あるという。 

（たった１４５年前の戊辰戦争の記録、記述は山ほどあり、素人の門外

漢が、評価や位置づけをする必要はないが、既に亡き会津藩の吉田、米

沢藩の吉沢など奥羽越列藩同盟の男と、薩摩の治郎、肥前・佐賀の松尾、

長州の小生（ワイフが長州）が今、この地に立っていること、との不思

議な取り合わせを思うとき、若干の駄弁を許していただきたい。 

＊・・戊辰戦争の時、白河藩は藩主不在、天領だった。白河は東にも西

にも属さず、戦場を提供しただけ、という言い方もあるらしい・・ 

白河が歴史に登場するのは元正天皇の霊亀２年（716）で、この地方に 

白川、石背（いわせ）会津、安積、信夫の五郡からなる石背国が置かれ 

＜稲荷山公園への道にはためく た。 

奥羽越列藩同盟旗と諸藩の旗＞ 下って 1189 年、結城朝光が頼朝から奥州・藤原氏討伐に功ありと 

白河庄が与えられた。結城氏５代目の結城親朝が小峰ケ岡に土塁の小峰城を築く。戦国時代の後期には会

津若松城主の領地で、蒲生氏郷、上杉景勝、蒲生秀行、忠郷の支配下にあった。江戸時代初頭、寛永 4 年

（1627）、丹羽長重が棚倉藩から 10 万余石で入り白河藩が成立、白河城と城下町を建設した。 
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白河藩の占める地位は奥羽地方の外様大名の押さえであり、初代の丹羽氏２代を除いては有力な親藩、譜

代大名が頻繁に入れ替わった。即ち、松平（榊原）、本多、松平（奥平）、松平（越前）、松平（久松）―寛

政の改革（白河の清きに魚も住みかねて・・）の定信は第３代、白河の関跡も考証したー、そして阿部家

と何と７家２１代が居城としたが、戊辰戦争の 2 年前、1866 年、第８代・阿部正静（まさきよ）は棚倉藩

に転封、藩領は二本松藩の預かり地となった。戊辰戦争時、藩主は不在だった。従って、列藩同盟にも名

前はない。戦場となった。 

＊ ・・藩祖・保科正之の家訓（かきん）１５ケ条に殉じた？親藩・会津、譜代の雄藩・庄内、共に「朝 

敵」の汚名を蒙るも、奥羽人らしく忠誠を貫き通し、近代日本の扉を開く捨石となった？・・ 

１８６２年、物情騒然たる京都の守護職に会津藩、江戸の取締役に庄内藩が任じられた。他にないのだ。 

殊に会津藩が京都守護職を引き受けるかどうかでは藩内に「薪を背負っ

て火に飛び込むようなものだ」と強い異論もあったが、藩祖・保科正之

が定めた１５ケ条の家訓（かきん）を心深く刻み込まれてきた藩主・松

平容保は「わが家祖の遺訓に宗家（徳川将軍家）と存亡をともにすべし、

とある。もはや遺訓に従って火中に入るほかないと決心した」、と家臣

一同に苦衷を吐露している。亡を予期していたのだろう。 

（家訓１５ケ条の第１には：大君の儀、一心大切に忠勤を存ずべく、列

国（諸藩）の例を以って自ら処（お）るべからず。もし二心を懐かば、 

則ちわが子孫にあらず、面々決して従うべからず：とある。 

困難極まる京都の守護職など引き受ける藩など＜白河口の激戦地・松並の会津藩士戦死者３０４名の碑＞ 

あるはずもない状況下で、福井藩の松平春嶽などが家訓を持ち出し巧妙・執拗に説得した、ようだ） 

序でに「吾らの会話で「くどき上手」の１件に登場する鳥海山の麓、米どころ「庄内藩」について触れる。 

庄内藩は山岡鉄舟、高橋泥舟の後をうけて 1864 年、「江戸市中取締」を命ぜられた。（薩摩の陰謀か？）江

戸市中を荒らしまわり、挙句は「薩摩藩邸」に逃げ込む狼藉者たち取り締まりの末に、とうとう「三田・

薩摩藩邸」を焼き討ちしてしまった。これが薩摩の怒りをかって「鳥羽伏見戦争」の引き金を引き、新政

府側から会津と並んで討伐の標的となったが、その戦ぶりは見事だった。庄内藩は家康の四天王の一人、

酒井忠次を藩祖として幕末まで一貫して酒井家が藩主を勤めた譜代としては稀有の藩だ。 

日本一の米どころにあり、本間家からの多額の献納を基に藩財政は健全で領民との信頼が厚く、早くから

藩政の改革を進め、武器の近代化に取り組み、戊辰戦争の際は酒井玄蕃了恒（のりつね・通称鬼玄蕃）な

る名将の活躍で「秋田戦線」では、敵の領地で戦い、決して負けなかった。このとき鬼玄蕃が掲げた旗が

「破軍星旗」である。新政府軍は翻るこの旗を見ると怯んだと言われる。庄内藩は最後の降伏者となった。 

しかし、戊辰戦争終了後の新政府からの扱いは、会津が青森・下北半島の僻地・斗南へ押し込められたの

に対し、庄内藩は僅かに所領を減らされ藩主も転封となったが１年ほどで復帰が許され、旧領をほぼその

まま認められた。何故か？ 

それは「鬼玄蕃」の指揮する庄内藩の戦ぶりであり、財政困窮の新政府に対して３０万両もの大金を本間

家、藩の上・下士、商人、地主などが率先して拠出し、これを支払った。 

更に、何より、秋田戦線の新政府軍の主力が西郷の薩摩藩だった事が幸いした、といわれる。 
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薩摩藩には伝統的に「戦いが終われば敵もまた友である」「勇敢に戦ったものは敵であっても勇者として讃

えるのが当然である」といった精神性があり、これを体現したような人物が西郷だった。 

降伏の折、西郷は「貴藩は家康の時代以来徳川四天王の一角にして譜代の筆頭であり、徳川家からは篤い

恩を受けている。その貴藩が徳川家の為に断固として戦うのは当然であって何ら恥じることはない」とい

っている。このように武士道にのっとり寛大な処置を取って恥辱を与えなかった。これに対し庄内藩はす

っかり感銘し、西郷の薩摩へ藩主以下７６名が訪れた。この時のやり取りの一言一句が後に「南州翁遺訓」

として庄内藩から世に出た。 

かって、薩摩の治郎が庄内におけるこの話を誇らしげに聞かせてくれた事があった。よきかな、よきかな。 

 

＊・・庄内藩・鬼玄蕃の「破軍星旗」、奥羽越列藩同盟の「五芒星」について触れるが、旗は集団の、国の、

個人の、・・願いの、目標の、・・の しるし、表徴である。国連もオリンピックも旗を掲げる・・ 

旗はこの地球上に一体幾つあるだろうか？人類の歴史と共に古くからあったのではないか。恐らく言葉と

共にあって、文字より古いのではあるまいか。 

ここに揚げる２つの旗、どちらも「旗」に「星」である。 

古代から人類は太陽や月の巡りと共に１日の半分、夜空に輝く星々に様々な意味を想像し、自らの命や運

命をかけて、天文の知識や占いを発達させてきた。 

手元の資料では世界の１９２ケ国の旗（２００３年版）に「星」が画かれてい 

る国は４９ケ国ある。アフリカが２１（４０％）、アジアが１０（２５％）オセ

アニアが７（５０％）と多く、シンボルとして「星」を図案化する理由が何と

なく解かるが、ヨーロッパ３９ケ国で１国もないというのは何故か？。 

・庄内藩・鬼玄蕃が新政府軍を恐怖させたという「破軍星旗」は北斗七星を 

逆さに画いたものである。 

北斗七星の柄杓の柄の末端の星は＜庄内藩の軍旗・破軍星旗＞ 

破軍星と言われ、中国では（「揺光」という）古くから「この星

に向かって戦えば必ず敗れ、この星を背にして戦えば必ず勝つ」

と言われてきた。 

そこで庄内藩の名将・酒井玄蕃了恒はこれを逆さにして軍旗と 

し、将兵の士気を鼓舞し連戦連勝、降伏に当たっても交渉を有

利にしたという。（北方謙三の畠山顕家をモデルにした「破軍の

＜稲荷山にはためく五芒星旗と会津藩旗＞星」や里見八犬伝をモチフにした「破軍星戦記」などもある） 

・「五芒星旗」、奥羽越列藩同盟の同盟旗である。 

これは元々、奥羽諸藩が会津藩と庄内藩の「朝敵」赦免嘆願を目的として出発した同盟であった。そのた

めに仙台藩や米沢藩、二本松藩など 14 藩が仙台藩の白石城に集まり嘆願書を作成・提出したが、嘆願は拒

絶され、新政府からは逆にこれを主導した仙台藩や米沢藩などへ会津、庄内両藩の追討命令が出された。 

続いて、奥羽鎮撫総督府下参謀の世良修蔵が総督府に兵力増員を依頼する密書の中で「奥羽皆敵」と書い

ていたことが仙台藩士に見つかり福島で斬首された（世良は長州の出身だった） 



 49 

会津赦免嘆願の拒否と世良の暗殺で奥州諸藩は朝廷への直接建白を行うこととなり、そのためには更に奥

羽諸藩の結束を強める必要があり、久保田（秋田）藩、弘前藩など１１藩（出羽）が加わり、更に長岡、

新発田藩など６藩（越後）が加わって「奥羽越列藩同盟」が出来上がった。（会津、庄内の２藩は同盟には

入っておらず別に会庄同盟を結ぶ） 

この 31 藩と会津、庄内藩、合わせて３３藩の同盟、団結の旗印が、この「五芒星の旗」なのである。 

洋の東西を問わずこの五芒星には「悪魔を払いのける」という意味があるようだ。 

イスラエルの六角形、ダビデの星にも同じ意味があるらしい。今、モロッコ王国とソマリア民主共和国の

国旗はこの「五芒星」である。日本では平安時代の安部清明の陰陽道・陰陽五行説、（木・火・土・金・水

の 5 つの元素の働きでみる）では五芒星は「あらゆる魔除けの呪符として」重宝された。 

日本の陸軍では明治３３年以降、大将から兵卒に至るまで五芒星を「弾除け（多魔除け）」として帽子に刺

繍していた。 

列藩同盟は果たしてどうであったか？新政府軍を払いのける意味でこれを「旗しるし」としたのであろう

が、諸藩の結束は緩く、久保田（秋田）藩が最初に離脱、その後、続々とこれに続く藩が現れ、鳥羽伏見

の戦いから１年にも達することなく奥州、出羽、越後の「奥羽越列藩同盟」は瓦解した。 

列藩同盟は徳川家への忠誠心を結束の「しん」に出来ず、せいぜい薩長への反感と会津への同情心を共通

項としてまとまらざるを得なかった。この程度の感情が長続きするはずはなく、藩と個々の生命を犠牲に

するほどの大義名分にはなりにくかった、という見方がある。 

旗印は、もとより、それだけでは適わないもの、と言うほかはないのか。 

 

＊ ・・田辺軍次に見る苦悩と悲劇の一例・・ 

1868 年 4 月、江戸城無血開城がなると（上野に彰義隊が籠もっていたが 1868 年

5 月降伏）、新政府側は愈々本格的に「朝敵」たる会津、庄内攻めに向かう。 

両藩赦免嘆願を 4 月に拒否、4 月 19 日、奥羽鎮撫総督府下参謀の世良修蔵が仙台

藩士の手で斬首されると、実戦已む無しへと突き進む。 

戦線は主に「庄内・秋田戦線」、「北越戦線」、「白河、平瀉戦線」で展開されるが 

最も重要で激しく行われたのが「白河戦線・白河口」の戦闘だった。 

仙台、会津、二本松連合軍 2500 余と新政府軍 500 余とが３ケ月余りも白河城の

争奪をめぐり激闘を繰り返したが兵火、戦術にまさる新政府軍が勝利し、西郷頼母を ＜田辺軍次の碑＞ 

リーダーとする同盟軍は会津に引き下がらざるを得なくなった。 

この、「白河口」での敗北は戊辰戦争の大勢を決定づけた。 

戦後、会津藩は藩ぐるみ流刑に処せられるように 14286 人が寒冷の火山灰地・下北半島へ移され、斗南藩

となった。この地は３万石と言われていたが実質は 7000 石、藩士の暮らしは赤貧などという生易しいもの

ではなく、文字通り草根木皮を食べた。1870 年、彼の地から田辺軍次なる男が白河まで出てきた。田辺軍

次は「同盟軍が負けたのは白坂宿の庄屋・大平八郎が新政府軍を手引きしたから」と信じ、斗南から１ケ

月余をかけて白河まで出てきて、当時、新政府側からその功により１万石の庄屋になっていた大平八郎を

「鶴屋」で殺害し、自らも屠腹して果てた。２１歳だった。大平八郎の養子・直之助が仇の軍次の墓を白
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坂観音に建てたが後に戊辰戦争の戦没者を祀るこの松並の地に改葬された。斗南の暮らしの悲惨さが若い

藩士を仇討ちに走らせたのだろうか？戊辰戦争が齎した悲劇のほんの１例に過ぎない。考えさせられる！ 

白河では毎年 6 月の第１日曜日に慰霊祭が行われ、我らはその４日後にこの地を訪れた。  

「うらやまし 角をかくしつ 又のへつ 心のままに 身をかくしつ」（西郷頼母） 

「いくとせか みねにかかれる 村雲の はれて嬉しき 光をそ見る」（新島八重） 

 

９）遂に到着、6 月６日午後 4 時 10 分、白河（駅）！ 

戊辰戦争の激戦地でかなりな時間を過したが、

遂に来た。 

メンバー全員の表情にはそれが充ちている。 

此処はＪＲ白河駅入り口である。実は「奥州道

中の終点」でも「白河の関跡」でもない。 

でも、でも。克ちゃんと治郎さんは、ここから

帰路に着いた（治郎さん若干右舷傾斜？）。残る

４人は律儀？にも今や面影が殆ど残っていない

＜奥州道中の最終宿駅・ＪＲ白河駅入り口＞白河宿を歩き奥州道中の終点・女石を目指す。

白河宿は徳川幕府の道中奉行管轄下にあった奥州道中の最終宿駅で幕末の記録では、本陣 1、

脇本陣 2、旅籠 35、家数 1285、人口 5959 人という大きな宿場であった。しかし、その面

影は今は見られない。   

“鎮魂の 思い伝えよ 夏燕”（宮） の思いを馳せながら宿内を歩く 

復元された白河（小峰）城を左前方に見ながら町を抜けると阿武隈川、那須連山に発する

この川は南東に下り白河辺りでは東進、そして

間もなく阿武隈山稜に遮られて北に向かい、仙

台湾に注ぐ、うなぎ が身体をくねらせた様な

川だ。水量はかなりある。 

鎌倉時代末頃？結城氏の５代目、結城親朝がこ

こ、小峰ケ岡に土塁の小峰城を築いた時から天

然の城塞だったろう。      ＜東流する阿武隈川、間もなく向きを北に変える＞ 

戊辰戦争でも白河城争奪戦で、殊に北側から来た仙台藩兵士と新政府軍が激しい戦いを展

開した舞台であった筈だ。切ない想像に駆られる。時刻は午後 4 時３５分。 

“ 阿武隈や 遠山ほのと 夕焼くる”（宮）阿武隈川を渡る頃遠くの空はうっすらと夕焼けに 

 

恭リーダーが残り１Ｋｍ弱くらい、と鼓舞する。 

旧陸羽街道・294 号・向寺通りは緩い登り、切通しを過ぎると下り坂になり「女石の部落」

（女石の名の由来は解明出来ず）に入る。（何だか東海道の逢坂山越えに似ている） 
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前方、左側に石垣で囲われたそれらしき一角（大きな桜の枝が垂れ下がったところ）が見えてき

た。左に会津街道（294 号）、右に奥州街道（少し先で仙台街道・

4 号と合流）との分岐点である。あと数百歩である。 

（説明板には：戊

辰戦争における仙

台藩の戦死者の慰

霊のため旧仙台藩主・伊達宗基によって明治２３

年に建てられた。この傍らの「戦死供養碑」は 

白河周辺で戦死

した仙台藩士百

五十名余を葬っ 

た墓で明治二年

の建立とある。 

＜奥州道中終点・仙台藩士戊辰戦没之碑＞        

―2013 年 6 月６日 16 時４９分― 

“五街道 果つ追分や 梅雨の晴”（宮） 

（女石追分で五街道の旅は終わった。完全踏破の佐薙、石和田両兄と固い握手） 

“梅雨晴れや 五街道踏破 遂になる”（石） 

“五街道 旅路の果てに 女石”（恭）               

“ああ惜しや 治郎見逃す 女石”（詠み人不知）       ＜女石・おまるに似る？＞ 

芭蕉は「・・白河の関にかかりて旅心定まりぬ・・」と期待したが、白河の関がしかと判

らなかった事もあってか、次の「須賀川」で「相良等窮」に白河の関は如何でしたか？と

聞かれ「長途の苦しみ心身つかれかつ風景に魂うばわれ懐旧を断ちてはかばかしう思いめ

ぐらさず・・」と、思うように句が出来なかったと告白。そして“風流の 初（はじめ）

はおくの 田植うた”と詠み、陸奥へ入って風流は愈々これから、と気合？を入れている。 

 

吾らはこれで一区切りだが？ 五街道ウオーク完結直後のメールでは： 

・恭リーダー・・日頃から「亭主元気で留守が良い」をモットーとするわがワイフ、５街

道が終わってしまい、がっかりしている様子。 

・ 克夫・・部分参加だったが恭兄初め諸兄の見事な役割分担５年という楽しい時間有難う 

・ 治郎・・恭、四郎両兄の完全踏破目出たし、白河駅が限界、右傾化現れ断念、迷惑回避 

・ 寛二・・全員揃って白河入目出度し、欠席、ドタキャン、遅刻、諸兄の寛容と神に感謝 

・ 宮川・・五街道途中病魔に襲われ参加儘ならず、されど奥州だけは全宿場に参加、感謝 

・ 四郎・・“転倒に 入院もありて 五街道 喜寿でスタート 傘寿でゴール”（寿） 

 

「遥かなる国、陸奥」、その入り口までのウオークだったが趣き深く、感慨あり。 [ 完 ] 
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[ 附－１] 歩行記録・佐薙リーダーによる公式記録 
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[ 附―２]奥州道中写真１－１ 宇都宮宿～白沢宿・鬼怒川渡し（松尾写）          
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[ 附―２ ] 奥州道中写真１－２ 白沢宿～氏家宿 （松尾写）          
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[ 附―２] 奥州道中写真１－３ 氏家宿～早乙女坂古戦場跡（松尾写） 
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[ 附―２ ] 奥州道中写真１－４ 早乙女坂古戦場・喜連川宿～大田原宿（松尾写）     
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[ 附―２ ] 奥州道中写真２－１ 大田原宿～愛宕神社（松尾・宮川写）      
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[ 附－２ ] 奥州道中写真２－２那須塩原～越堀宿（松尾・宮川） 
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 [ 附－２ ] 奥州道中写真２－３ 越堀宿～芦野温泉（松尾写） 
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[ 附－２ ] 奥州道中写真２－４ 芦野温泉～芦野宿（松尾・宮川写） 
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[ 附－２ ] 奥州道中写真２－５ 芦野宿～遊行柳（松尾・宮川写） 
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[ 附－２ ] 奥州道中写真２－６ 境の明神～白河口古戦場（松尾・宮川写） 

 



 63 

[ 附－２ ] 奥州道中写真２－７ 白河口古戦場～奥州道中終点・女石（松尾・宮川写） 

  

＊ 写真一覧末尾、５～６葉はカメラマン・松尾の勇姿、感謝を込めて。 
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       五 街 道 中 踏 破 完 結 

[Ⅰ] 大雑把に纏めると 

 （恭リーダーのベースで）距離１５００キロ弱、歩数２６０万歩、時間グロス５２０時間 

ネット４４０時間、実働６７日、回数３５回（うち日帰り１９回）、直接的費用７６万円。 

個人別参加記録（恭リーダーのＰＣは正直で厳密）では佐薙、石和田が回数、日数とも１

００％、鈴木が６４％、５４％、高崎９４％、９３％、松尾７０％、６３％、宮川５９％、

４９％。（総括表は末尾に添付） 

しかし、「満足度や充実感」は色や音に似て単純な数字で表わせるようなものではない。 

以下は参加者１人、１人の所感である。 

 

[Ⅱ] 参加者の所感 

＜五街道ウオーク終了に寄せて有難う> 佐薙 恭 

手元に２枚の写真がある。１枚目は２００９年２月１１日、オーション会東海道歩きの初

日の日本橋での５人の集合写真、２枚目は２０１３年６月

６日、五街道最後の奥州道中終着点近くの白河市内での６

人の集合写真。 

２００９年の時点で我々は既に相当の高齢者だったから、

２枚の写真の我々の容姿にそれほど大きな変化はないよ

うに見える。 

しかし、この２枚の写真の間の年月、５年と少し、＜五街道中踏破完結前夜 2013.6.5＞ 

この仲間たちの日常生活には実に色々な山谷があった。身体に何回かメスを入れざるを得

なかった友、手術を避け継続的な放射線治療を選択した友、歩きの途中救急車で運ばれた

友など、そしてそれぞれの奥方の分を加えればその山谷のギャップが更にその嶮しさを増

す。そうした経験を乗り越えながら、この仲間たちが奥方と共にアラ・エイトの今日この

頃をなんとか全員揃って迎えているということには感慨深いものがある。 

街道歩きそのものを振り返れば、言いだしっぺの小生、当初は五街道全部をあるくなどと

は考えもしなかった。何か新しいことを始めてみようと思いついたのが東海道歩きだった。 

一つの街道をすませると、その達成感そして仲間との連帯感がもう一つ別の街道を、とい

う気持ちになり、その積み重ねがいつの間にか五街道全部と言うことになった。 

おかげで７０代後半から８０代の頭にかけて退屈することのない充実した日々だった。 

学んだことも実に多かった。 

五街道歩きが終わった今、様々な事情を抱えながらも５年にわたりこのプロジェクトに参

加し盛り上げてくれたメンバー全員に、そしてそれを陰で支えてくれた奥方たちに心から

の感謝の言葉、有難う、を差し上げたい。 

                                （2013年 7月） 
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＜五街道を歩いて> 鈴木克夫 

メンバーの殆んどが 80才を越えたオーション会が４年余の時

間を経て完歩したのは立派だったと思っている。 

自然に割り振られた役割をごく自然体でこなし、整然と夏風

吹く「白河の関」ならぬ「白河の街」に到達できたことは、

洵に喜ばしい限りであった。 

いくつかのエピソードはあったものの格別のトラブルもなく、

天候にも恵まれ、所期の目的を叶えることができたのは、そ

の昔一橋大学山岳部で共に過した日々のくれた素晴らしい贈

りものだったに違いない。 

以下、街道を歩きながら考えたことのいくつかを文章にして

みた。 

＜芭蕉に造詣深い克ちゃん １）道とは 

遊行庵にて 2013.6.6＞ 道とは一体何だろう。人とか物が移動するためのスペース。情報

とか文化が流れて行くスペース。統治や戦いの為に造られたスペース。いろいろの考え方

はあるだろう。只、その有様は地理的条件とそれを造る統治者の思想によって決定的に異

なったものになっている。ローマ人は道によってその帝国を造った。 

日本の統治者達は、その意味では道に余り重きを置かなかった。事実、古い道を歩いてみ

ると、人馬位はともかく物の移動など考えも及ばない。徳川政権に至っては、その防御本

能が嵩じて道を造るどころか壊してまでしている。大河に橋をかけず、渡舟も用意せず、

人の背による渡河を強いるという愚かさだ。峠道には丸い石を敷きつめて旅人の歩行を極

めて困難にした。３００年の政権の安定のために。 

街道を歩いていると内陸奥深いところにも港があり港町があった。人はともかく、物の移

動は、その殆んどを舟運に依存してきたのだった。そういう意味では日本の道は水の上に

あったというのが正解ではないだろうか。 

海、河、運河、用水が日本の道だった。街道はその名声程には役にたっていなかったとい

うのが本当のところだろう。 

 

２）寺と神社 

歩いていると数多くの神社や寺に出会う。割りに整備されている寺々に較べ神社の荒廃ぶ

りが印象的だった。本来、寺には檀家があり、神社には氏子がいて、それぞれの維持、管

理に当たってきた。檀家制度は葬儀、法要の執行者として、墓地の管理者としてそれなり

の収入を寺にもたらしているのに対し、村落共同体そのものだつた氏子制度は村落という

コミュニテイーの崩壊と共に神社の存続の基盤を失ってしまったのではないだろうか。 

疎開して過した田舎の鎮守の森の祭りの賑わいが懐かしく想い出される。 
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３）遊里のこと 

中山道も美濃・近江に入ると、古道東山道と重なってくる。地域の歴史は極めて古い。 

不破の関（関が原）の東側西濃本巣郡辺りに入ると何の謂れもない文字通り片田舎に結構

大きな遊里がいくつかあった。 

凡そ遊里は人口の多い都市、或いはその周辺に在るもので、人も疎らな農村地帯にあるの

は全く不思議なことだ。青墓は今は影も形もないが、その周辺には多勢の遊女、傀儡が、

現代の照手姫がつい昨日まで存在していたのである。四郎さんに青墓にご執心と冷かされ

たが、今なお首を傾げている疑問なのである。 

雄略天応は養老（不破の関の近辺）の滝が酒になったと側近の一団を視察に派遣し、一行

は盛大な宴をはったという。後白河法皇の話は夙に有名である。 

古来、不破の関は異界への入り口だったのではなかったかと考えた。異界では現世い地位、

権威とは全く関りなく、人々は自由に振る舞うことが可能だった。 

不破の関の彼方にあった不思議な遊里群は、都の貴顕達が夢見た異界の龍宮城だったとい

うのが私見だが、殆んど根拠はない。 

 

４）木曽五木・高野槇のこと 

木曽五木の名前だけは何とか憶えているが、木肌や葉を見て何かと問はれても全く自信が

ない。その一つ、高野槇に纏わる話。随分昔の話だが、「花筐」ハナガタミという能を観た

ことがある。越前の国で美しい姫と仲睦まじく日を送ってい

た王子が突然天皇になる為に都に上るという貴種離譚の一つ

だが、その天皇が継体天皇であったと言う話で俄然興味津々。

その後、継体に係わる本を何冊か読んでみた。最近高野槇に

就いて面白いエピソードを見付けた。 

継体と百済との深い係わりは夙に有名である。若い頃百済で

育ったと言う話もある位である。その継体と最も親しかった

百済の武寧王の陵墓から発掘された木棺が高野槇だったとい

う。附近の百済諸王の陵墓の木棺も総べて高野槇で造られて

いたという。 

高野槇の植生は木曾から愛知、岐阜、三重近辺に限られ、日

本でも日本海沿岸には全く見られないし、勿論朝鮮  ＜大田原市市野沢小滝の高野槇＞ 

半島では存在しない植物であるという。 

日本でも近畿地方で発掘される古墳時代の木棺は、その殆んどが高野槇だとされている。 

何時、誰が、どのようにして木棺(高野槇)を朝鮮半島に運んだのか。謎は深い。 

大和王朝、そして天皇家にも係わる重い話である。 

                              2013.7月末記 

 



 67 

＜五街道を終えて＞ 髙崎治郎 

 よくもまあ 良く歩いたもんだ！が 第一感想。 

残念乍ら、完全踏破ではないが、（日光道中の初日、二日目、痔の手術入院中、その他、３，

４ケ所の宿をスキップした、が、いつかは 追試をと願ってはいるが）先ずは、佐薙リー

ダー初め、諸兄に感謝し、御礼を申し上げたい。 

次に、小生の都合の為、スケジュール調整にご苦労させた

り、一日の後半に体力消耗して、スピードダウンし、目的

地手前の駅に変更したりして、迷惑をかけたことを申し訳

なく思っています。又、先頭を歩かせて貰っているのに、

地図の予習不十分の為、道を間違えたり、と反省する事ば

かりです。 

 

＜ヤマイダレにテラの処置を終えて 併しながら、体力アップのために始めた早朝歩きは

戦線復帰 2012.11.20、於日高屋>  効果があり、富士登山を二回、喜寿と傘寿にやるとい

う、オマケが付きました。 

各街道を歩いて感じたことは、地方は過疎化が進み、貧しい暮らしが目に付いた事です。 

宿場の付近は道路拡巾のため、土地買収補償で建て替えられたとおぼしき大きなリッパな 

家屋が見られたが、その他は 何の正業で生活して居られるのかと気になることが多かっ

た。農地は狭く、林業も不振だから、近郊に、大企業の工場のある城下町でもあれば、子

供や孫が通勤して、収入が稼げるのかもと考えるたりすることが多かった。 

村落には入っても、人どころか猫一匹通っていない淋しい広い道、古い商店も、コンビニ

も勿論、蕎麦屋など一軒もない不便な生活でくらしているのを考えると、高齢者はどうし

ているかと気になった。その点都会の我々は恵まれていると。 

 

各街道について感単にコメントすれば、東海道は最初の街道あるきで印象に強く残ってい

るが、やはり、旧道を残している箱根を始め名所旧跡が多いのは流石である。 

中山道は木曽路が特によかった。外人客も多かったので、海外に知られているかと思った。 

甲州道中は、余り、名所旧跡はなく、明治天皇のお休み所の石碑が多く目についた。 

日光道中は最後の杉並木には感嘆した。 

奥州道中は、最終日の体調不良で、終点まで行

けなかったのが残念であった。 

 

旅はやはり、宿屋の思い出が残る。 

箱根の高齢のご婦人、下諏訪の みなとや旅館

の女将さん（諸説紛々）等、老婆達のご健勝を

祈る。小生も歩けなくなったら、石和田の記録 ＜何時でも何処でもこれからもトップ＞ 
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や松尾の写真集、宮川の俳句を読み返して、街道歩きを思いだすのが楽しみである。 

 

以上書き終えて、家内に余り面白くないと言われたので、以下恥を偲んで、失敗談などを

追加する。 

 

先ず、東海道の初日から、横浜迄完歩出来ずに東神奈川駅から、松尾の膝痛に便乗して、

横浜駅迄電車に乗った。弁解すれば、息子のお古の運動靴を履いたところ、少し大きいせ

いで、靴の中で、足が泳ぎ、滑らないように、余計な力が入り、腰に痛みが着て歩けなく

なった為である。同区間は、後日歩いて、追試を受けたことにした。 

また、靴はアスリートクラブでサイズ、型紙をとって、中敷を徳別誂えしたが、併し之も

後に「右舷傾斜」の原因となったと思われたので、富士登山前に破棄した。 

余談になるが、横浜周辺の旧東海道は、名所旧跡が多いので、近所の「神奈川県立歴史

博物館」でボランテイアガイドをしていた方にお願いして、自治会で「歴史探訪」の計画

をしたら、毎回１０名以上参加して、今に至っている。 

 

街道歩きで、落伍した所は数多いが、最初の、且つ最もきつかったのは箱根の下りの「こ

わめし坂」だった。登りの石畳は平気だったが、降りの急坂には参った。 

宿へ直行して、ひと眠りしたら元気が回復して宿の外の夕食に付き合うことが出来た。 

 

浜名湖も残念な結果だった。雨の中を３時間も歩いた

ら、疲れきってしまった。駅についたので、一休みした

いと提案しても休みそうもないので、俺はここから帰る

と言ってストライキをした。後で聞くと、お前さんが居

なくなったら、雨が止んで晴れたよと笑われたのは癪に

障ったが、その後も、浜名湖の名が出る度に話題にされ 

＜落伍の勇気が強くした！   ることとなったので、もうちょっと我慢すればよかった 

絶好調、遊行柳 2013.6.6>  と後悔しきり。 

 

その他、いろいろあるが、入れ歯事件を最後にする。朝食を始めたら、上の入れ歯が無い！！ 

急いで部屋に戻って、ベッドや、洗面所をくまなく探しても見つからない。ホテルのマス

ターが来て、ベッドを動かして壁との間に挟まっていたのが、床に落ちて見つかった。 

よっぽど前日の歩きで疲れていて、抜け落ちたのに気付かなかったということにした。 

発見できてラッキーだった。 

軽自動車くらい買える値段のやつだ。お粗末さま 

                             ２０１３．９．７ 記 
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＜人は街道を旅したら何になる？！＞松尾寛二・・カメラの松尾(カメマツ) 

「人は海を眺めて詩人になり、山に入って哲学者となる」街道を旅すれば何になるか？ 

「話題豊富なご隠居さんになる」か,どうかは知らないが、視野が広がり人生が楽しく豊か

になるのは間違いない。 

この度、全行程参加は無理だとしても、「主な宿場、峠だけでも訪ねたい。名物は食べたい」

の一心から、欠席・早退ありの聴講生として参加し、五街道を歩き回って遂に白河に到達

しました。念願の浅間は見えず、塩尻峠を逃し、各地の名物も食べ損ないが多く目標達成

度は６０％というところですが、総じて十分満足しています。 

五街道どの旅でも、美しい山々の姿や清流に癒され、旅籠の女将や土地の人達との出会い

に忘れえない感動がありました。「旅は道ずれ」殊に教養高い連れがあれば心強く、また勉

強になります。植物学、鳥類学、地質学、美味い物、酒、俳句の事、近世史、古代史、神々

の事まで習いました。まさに「五街道公開移動講座」です。 

最後に、今回五街道全行程を完全踏破された恭兄・四郎兄に

祝意と敬意を表します。 

また、我等の傘寿記念ともなる旅を企画し推進して呉れた恭

兄に心から感謝いたします。 

小生の我儘な参加に快く付き合って呉れた同行の諸兄に御

礼申し上げます。 

そして、池鯉鮒での奇禍にもめげず、貴重な旅の記録・講義

を書き留め、潤沢に解説を添えて纏めて呉れた四郎兄の学識

と文才と根気に、深甚なる敬意と感謝を表します。＜奥州道中終点・女石からの帰路、 

阿武隈川田町大橋々上の松尾 2013.6.6＞ 

2013.7.31記 

 

＜五街道を振り返り＞ 宮川次夫 

1. 東海道 

２００９年の正月佐薙兄から１通のメールが届いた。「東海道への興味は本物なのかな？貴

兄とあちこちで地酒を酌みかわしたい、やってみたい。単独行はさびしい」このメールに

惹かれた。地酒を酌みかわす、小生もやってみたい。 

２００９年２月１１日建国記念日の早朝、日本橋にオーション全員が集合した。ここに記

念すべき街道歩きの第一歩が踏み出された。 

箱根の峠を越えて府中宿（静岡）まで順調に歩いた。ところが次の二川までの行程出発の

３日前（５月２２日）の夜、突然激しい胸の痛みに襲われ救急車で榊原記念病院に担ぎ込

まれた。急性心筋梗塞という事で緊急の治療を受け一命を取り留める事が出来た。ここで

東海道は中断の已む無きに至った。残念の一語。ただもしも３日後の道中で起きたら計り

知れない迷惑をかけたであろう事を思うと幸いであった。 
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道中のプランを練っている時、佐薙兄と赤坂宿の老舗宿「大橋屋」にはぜひ泊まりたいと

連絡しあっていた。 

リハビリも順調に進んでいたので９月医師の許可を得

て赤坂の大橋屋に出かけて皆と合流した。久しぶりに

楽しい一夜だった。 

また終着の三条大橋だけはぜひ皆と渡りたいと思って

いたので、１１月蹴上げの先まで出かけて三条大橋ま

で皆と歩いた。オーションプロジェクトの達成が嬉 

＜左側・両手を突いて師匠に挨拶  しかった。 

大橋屋で、２００９．９．２８＞ 完歩もしていないのに満足感に浸ることが出来た。 

・ オーションの歴史刻むや建国日 

・ 燕の子九十路の婆に励まされ （箱根さつき荘、我ら小僧っ子燕の子） 

・ 枇杷実る薩埵垰や富士隠れ 

・ 秋灯し連子格子の老舗宿   （赤坂宿大橋屋） 

・ 歓喜満つ三条大橋喜寿の秋 

・  

2.甲州道中 

２０１０年１月順調に回復していると思っていた心臓が悪化していて、バイパス手術を受

ける事になってしまった。３月２日に手術も終わり入院中の１１日、甲州街道を歩き始め

た仲間が病院のすぐ近くの飛田給を通過すると知り病室の窓から見送った。 

退院して自宅療養中、道中の笹一酒造から銘酒一本を見舞いにと贈ってもらった。 

厚い友情に感謝。「笹一」は学生時代国分寺の下宿近くの酒屋に置いてあった懐かしい日本

酒だ。当時は学生にとっては高価で飲んだ記憶が余りない。有り難く頂戴した。 

術後３ケ月、リハビリに励んでいる間に道中は早くも終着に近づいていた。東海道と同じ

ように道中の最後だけは参加したいと思い仲間の了解を得て上諏訪に出かけた。 

諏訪湖を望みながら下諏訪まで短い道中、小生にとっての甲州道中はこれだけになってし

まったが、「みなとや旅館」の夕べなど思い出に残るものとなった。 

・ 病院の外春めきて友ら発つ 

・ 友よりの地酒うれしや目刺焼く （見舞酒銘酒「笹一」） 

・ 渡御の道夕立渡るや諏訪の湖（うみ） 

・  

3.中山道 

甲州道中から５カ月後、中山道が始まった。術後８カ月、３泊４日の行程は自信がなかっ

たので、日帰りないしは１泊２日の行程での参加にしてもらった。日帰り行程の高崎まで

参加し、その後碓氷峠、和田垰はパスという全く飛び飛びの参加になってしまった。 

吉田、Ｙ中両兄の墓参、碓氷峠の出会い、軽井沢「つるや旅館」、１年振りの「みなとや旅
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館」、塩尻垰、木曽路妻籠、馬籠宿、瀬田の唐橋「松喜屋」そして３年振りの三条大橋等々

思い出多い道中だった。待望の地酒にも数々巡り会えた。 

・ 早春の友の墓前に旅告ぐる 

・ 夏霧の垰茶屋出て信濃入り  （碓氷峠） 

・ 春宵や七笑酌む馬篭茶屋 

・ 麦秋や麦詠む芭蕉句碑の村  （「へそ＜綣＞村の麦まだ青し春の暮」芭蕉） 

・ 三年（みとせ）経て初夏の大橋傘背負ひ （前回は喜寿、今回は傘寿） 

・  

4.日光道中 

２０１２年１０月から始まった日光道中は全行程日帰り、峠越えもなく初めて完歩した（除

く霧降高原）道中芭蕉の足跡を追いながら千住宿、やっちゃ場、草加宿、新蕎麦の昼餉そ

して道中の醍醐味ともいえる日光杉並木と、これまた数々のエピソードを刻みながら楽し

い道中だった。打ち上げが「日高屋」に集中したのも思い出に残る。 

・ 千住河岸啼く鳥もなく秋の声 （「行く春や鳥啼き魚の目は涙」芭蕉） 

・ やっちゃ場の跡静まりて小鳥来る 

・ 男体の影を添えたる植田かな 

・ 杉並木神気降り来る風五月 

・  

5.奥州道中 

日光道中の続き、あっという間に終わってしまった。広々と 

青田の続く田舎道、芦野温泉の「極上森伊蔵」、遊行柳、 

下野・陸奥の国境（境の明神）、そして亡き吉田兄の心境 

を思わずにはいられない白河戊辰の役跡など印象に残る。 

・ 浴衣着て森伊蔵酌む前夜祭          ＜芦野・遊行柳で投句・2013.6.6＞ 

・ 葉柳の田面にゆらぐ一枝かな （遊行柳、「田一枚植えて立去る柳かな」芭蕉） 

・ 草茂る戊辰の志士の無念秘め 

阿武隈川を渡り、女石追分で五街道の旅は目出度く終わった。改めて五街道を完歩した佐

薙、石和田両兄の偉業に敬意を表し固い握手を交わす。 

・ 五街道果つ追分や梅雨の晴 

・ 五街道踏破に乾杯ビール乾す 

 

五街道踏破という快挙は、全行程のプランを立て、終始我々をリードしてくれた佐薙兄の

並々ならぬ努力の賜物であり、ここに改めて心からの敬意と謝意を表する次第です。 

道中カメラマンを引き受けて厖大な写真記録を残してくれた松尾兄、道中皆に気を使いな

がらトップを歩き絶えず明るい話題を提供して盛り上げてくれた髙崎兄、道中至る所で博

識を披露し旅の肉付けをしてくれた鈴木兄、そして石和田兄はこのプロジェクトの記録を 
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想定もしなかったような内容の濃い、奥深い形で纏め、                

後世に残るオーションの宝を作成してくれた。 

オーション全員が協力してこの快挙を成し遂げたのだ。 

小生は中途半端の我が儘参加となってしまったが、そ

んな弱輩を絶えず励まし、暖かく迎えてくれた諸兄の                            

友情に改めて深く感謝します。 

またこの間おだてられるままに旅の記録を駄句に詠ん 

＜地酒に惹かれる中間達、今宵は で来たが、今振り返ってみると恥ずかしい限り。 

完全踏破の前夜祭・極上・森伊蔵＞ （国立に保存されている卒論の如し） 

五街道を通じてオーションの絆は一段と強まった。これからも一緒に八十路の人生を元気

に歩んで行こう。 

                               2013.7.28 

 

＜みんな、良い顔をしている＞ 石和田四郎 

参加者の所感にそれが表現されている。４８０歳の年月が凝縮した感がある。まさしく、

傘寿の６人、夫々の幸運と友情、加えて留守居役、後方支援の伴侶の言い尽くせないサポ

ートの成果である。 

“喜寿に発ち 五街道踏破 今ぞなる 夫（つま）の仲間は 皆傘寿なり”（寿子） 

巧に割り振られた役割について、夫々が中々に好演した。見事なチームワークだった。 

もう一度、といわれてもそれは無理だ。これは唯一無二の作品なのだから。 

歩き始めた当初、我等自身の胸中にも“そんなことをして一体何になるの？！”と、些か

自嘲気味なものもあったが、次第にそれは消えて、仲間が造り出す不思議な「何か？」が

我々の背中を押し始めた。 

これが６０年来、我等に培われてきた「得体の知れない？」パワーというものだろうか。 

２００９年２月に東海道への第一歩がスタート、その後今日までには予想も出来なかった

ことが様々に発生した。 

宮川の心筋梗塞、石和田の転倒、出血、救急車、その他のメンバーにも本人や家族の健康

メンテ、大小のハプニングは数え切れない。中山道、板鼻宿（高崎宿の次）まで来た２０

１１年３月１１日には、「１０００年に一度という未曾有の東日本大震災」が発生した。 

この、「国難の一大事に街道歩きなどしていられるか！」と暫し中断した。体力があればボ

ランテイアに行きたい思いに駆られたものだ。 

あれから丁度２年半、復興は不屈の東北魂、日本国内外からの支援、絆などによって徐々

に進んでいるが、放射能という制御不能な悪魔？を未来への負の遺産として産み落として

しまった現代文明は、今、思い切った反省を求められているように思える。 

街道歩きは現代から距離を置いて、先人の知恵、苦労、生き方などを学び、風物を愛で人

情に触れるのが醍醐味の１つであろうが、どうもそればかりでは済まない現実もある。 
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「東海道歩きのメモ」をと、「綴り方」を書き始めたのが「運のツキ」であった。 

松尾がそれほど高級でもないカメラ？（腕は上等！）で小まめに映像を捉える。彼は何時

の頃からか、「従軍カメラマン」と呼ばれ、それに連れて小生は「従軍記者」に任じられて

しまった。 

その他の諸兄も夫々に相応しい役柄をもらい，上手に演じた。 

立案、統率、指導、学習、宿題、報告・・しかもその領域は、古今の歴史、文化、宗教、

芸術、植物、鳥類、地質、希には天文、気象に及び、俳諧の手解きも受けた。古事記、日

本書紀、延喜式に始まり、神様の美人ランキングが登場するかと思えば炭素 14による年代

測定や噴火・地震のメカニズム，樹木や草花の見分け方から鳥の鳴き声（聞きなし）とき

ては,人生まさにカ行（カ・関心）キ・興味）・・）で生きなきゃ！で、松尾の言う「五街

道移動講座」は、眠気ついた脳細胞に時ならず、電流を流し込んだようなものだったか。 

「綴り方」は「五街道中」全体で８冊、文字数は大雑把にみて５０万字、松尾、宮川、佐

薙のカメラから写し出された写真は本文に掲載したもの、凡そ７５０枚、縮小・集約して

末尾に乗せたものは優に２５００枚を越える。 

これだけ豊富な材料をもらい、メンバーの名優ぶりがあったに係わらず、それらを適切に

生かしきれなかった。お許し願いたい。 

小生・「五体不満足」（０５年、佐薙,春日井と「雲ノ平」を目指したとき,黒部川に向かう薬師沢の下り

で転倒、頚椎損傷により平衡感覚、運動機能に障害、爾来「五体不満足」と自称）は仲間の友情、家族

の理解に支えられて、何とか完全踏破を果せた。感慨一入、感謝のほかにない。 

さて、五街道が済んでこれからどうする？   

酷暑の夏も過ぎつつあった８月下旬、佐薙は待ちかねたように単独で鹿島槍に登った。 

９月１０日から克ちゃんと恭兄、A と SA の２人は「唐松岳」に登り御来光を拝む計画だ。 

「傘寿の青春」と松尾が命名したが（克ちゃんも９月上旬、目出度く傘寿・シニアーグル

ープへ仲間入り）、頂上を極めるか否かは無関係、益々若く、ロマンがあって快い。 

“どうぞ行ってらっしゃい、無事を祈るぞ！戻ってきたら祝賀会をやろう・・”これが「仲

間・オーション」の総意であり、１０月上旬の日取りと場所は

既に決まっている。 

まだまだ、どうして、意気盛んである。 

 

この「五街道中踏破完結編」擱筆の朝（９月８日）、「２０２０

年の夏季オリンピック・パラリンピックの開催地」は東京と決

まった。                 ＜奥州道中・芦野宿外、白河関跡へ 

１１．６ｋｍの表示 2013.6.6＞ 

２０２０年には，我等は「米寿」である。また一つ目標が出来たようだ。 

 

             ２０１３年９月８日    感謝を込めて、筆を擱く 
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附 「５街道の総括記録」と「５街道個人別参加記録」                        
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（第１回）五街道中踏破完結祝賀会 

            宮    髙     福   石 

             川     崎      田   和 田 

  佐            鈴           松 

         薙            木           尾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜祝賀会・２０１３年７月１２日（金）於：如水会館「一葉の間」＞ 

＊福田孟君は大学一年の夏、穂高の涸沢合宿で不運にも落石がテントを突き破り 

     左大腿骨を骨折、２年間休学。爾来、山登りは断念せざるを得なくなったが 

     山への思いは熱く,今でも吾らは同期の山仲間であり、交友は変わらない。 

 

 五街道中ウオークの記録（綴り方）全８冊５００余頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      東    甲     中     日    奥 

      海    州     山     光    州 

      道    道     道     道    道 

           中    １～４    中    中           


