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          挑戦！中山道六十九次―その４（完結編）  

       日本橋から武州、上州、信州、木曾、美濃，近江、京都三条大橋まで 

         （太田宿 ２０１２．５．１８～京都三条大橋２０１２．６．６） 

佐薙恭、 鈴木克夫、 高崎治郎、 松尾寛二、 宮川次夫、 石和田四郎 
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＜挑戦！中山道六十九次ウオーク＞は愈々最終ステージに入った。 

これからの美濃、近江は古来、この国が出来上がる過程で常に重要な位置を占めてきた。 

縄文、弥生の時代から人々は西から東へ東から西へと移動していたが大和・畿内に政権が形成さ

れる頃からこの国の東半分へは太平洋と日本海の海辺か内陸に１本骨格となるルートが出来上

がって行った。 

 

律令体制に入ると東海道、中山道、北陸道（「道」は勿論領国支配・行政上の大きな括りでもあ

ったが）夫々に南は鈴鹿、北は越前の愛発（あらち）そして内陸は近江、美濃の境の「不破」に

関を設け、それより東はいわば東国・未知、未開、未支配の地域とみなされた。 

時代を経るにつれてこの境界は次第に箱根、碓氷のように東に移ってゆく。 

 

この近江、美濃の地が常に人々が移動する重要な地域であったことは紛れもない事実だ。 

記録に留められていない多くの人達の足跡の上に国の覇権を狙う者たちの数え切れない戦いが

繰り返された。１６００年の関が原合戦のみならず、遡れば壬申の乱、墨俣合戦、木曾河畔合戦、

青野ヶ原合戦などいずれも天下を２分する戦いの場となった。 

我等はそれらが濃厚に残され、積み重ねられている歴史のほとりを歩くことになる。 

五街道のうちの最長の中山道・東山道（あずまやまみち）を一同の健闘と話題との出会いを期待

しながら・・。じっくりと味わいつつまいるとしよう。 

 

 

 

 

[ 1 ] ２０１２年５月１７日（木） 晴（美濃）大田宿探訪・散策 

佐薙 高崎 宮川 石和田     距離（８Ｋｍ？） 時間３Ｈ００Ｍ  歩数 14.000 

（ 東京、名古屋経由 ＪＲ高山線 美濃大田駅） 

１３：３５ 美濃大田 ホテル・ルートイン着 荷物を預ける 

１３：４０ ホテル発 大田宿内散策開始 

１４：４０ 木曽川・大田橋 今渡・渡し場跡 浅間神社 

      大田の渡し場跡・化石林公園 大田宿内散策（祐泉寺、本陣表正門、脇本陣・林

家、坪内逍遥記念館、酒蔵など 昔ながらの宿場風景あり） 

１６：４５ ホテル帰着 ホテル外で夕食（地酒は「千代桜」とか） 

 

１） 木曽川を渡りなおす？ 

 前回・４月２６日は既述の通り、（右舷傾斜で浸水の恐れもあり、雨でもあったのでキャプ

テンの適切な判断で）太田宿内は通らず広い道をＪＲ美濃大田駅へ急いだ。 

３週間後の今回は太田宿泊、そこからのスタートのため、恭リーダーが「早めに着いて見残し
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の太田宿を見たいがどうか？」と提案、参加者４人全員即賛成、リュックを担がず気軽に散策

できるのは有難い。 

「中山道、木曽の桟（かけはし） 大田の渡し 碓氷峠がなくばよい」と謡われたように、姫街

道としては３大難所の１つをもう一度ゆっくりと眺め

る機会を得た。 

流れの速い木曽川としては,このあたりは、比較的穏や

かなようで、大田橋の橋下にある「今渡の渡し場」の

ほかに少し上流に「川合の渡し場」、少し下流に「土田         

の渡し」などと、姫たちが旅装を調えつつ、乗り降り 

＜化石林公園・大田の渡し場跡＞  したであろう渡し場跡が残っている。「化石林公園」と

は妙に現代風の名前だが、「最近、河床から大規模な珪化木群が発見されたからだという。 

船着場の桟橋だったのだろうか。（今はこのすぐ近くから「木曽川・日本ライン下り」の船が出

る場所がある） 

“川鵜飛ぶ 木曽川下る 船一艘”(宮) 

 

２）（富士）浅間神社は東日本に偏っている（恭） 

富士山・学徒の恭リーダーが、「大田橋を戻って可児市・今渡の浅間神社に参拝したいがいいか？」

と提案、前回は素通り、宮さんは初めてであり、足を運ぶことになった。 

恭学徒に因れば「浅間神社は東日本に偏ってある」そうだ。 

富士の見える一番遠いところはどこか？大台ケ原の

何んとか、なんて話は良く聞くが、富士山の名声、ご

利益も物理的な距離に逆らえないのかな。 

房総半島育ちの小生などには日常の風景のなかに富

士山はあり、近くには浅間神社、浅間山があったのだ

が、往時の都人などには「話に聞く」存在、それをも

とに歌に詠んだりしていたのだ。 

（＊芭蕉の「富士の風 扇に乗せて 江戸みやげ」 

なんてのは富士を見たものが土産話に聞かせている ＜浅間神社・可児市・今渡・宮川写＞ 

情景を髣髴とさせる） 

 

（＊ところで富士山学徒の言う「浅間神社は東日本に偏っている」という説について地域別分布を確かめ

てみた。 

全国には独立社、他の神社と同居？の境内社合わせて約１３００社あると言われ、その名も浅間神社、富

士浅間神社、浅間社、富士社、富士神社、富岳神社、富士権現神社 浅間八幡神社、浅間愛宕神社、など

様々だが、東日本に偏っていることは確かだ。博士が間違っている筈がないわ。 

関東一円と静岡、山梨、長野、愛知、岐阜に集中していて、三重、滋賀、和歌山、奈良、大阪はゼロ。 
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食習慣などのようにその境ははっきりしている。京都２、兵庫１、広島２、四国はゼロ、九州では長崎、

宮崎に各１、鹿児島や佐賀にはない。 

東日本の境内社を含めた社数を上げて置く。 

福島・１５、新潟・１０、茨城・３２０、栃木・１１６、群馬・１８、埼玉・３６４、千葉・１７１、東

京・４４、神奈川・８８、山梨４２、長野・２０、静岡・１１９、愛知・３２、岐阜・１３、これだけで

１３００を越えてしまう。他に東北、北陸に数十社がある。独立社で最多は静岡、２番目は千葉、境内社

では埼玉、茨城である。 

設立の時期までは解からなかったが「度重なる富士山の噴火の時期」と繋がっているのではないか？ 

 

＊浅間神社祭神の「木花之開耶姫・このはなのさくやびめ」についてふれる。 

富士山・学徒が格別に詳しいのだ。先に「中山道、大宮・上尾宿間の南方神社」（挑戦！・・その１６ｐ参

照）で触れた。 

彼女は日本の古代神話で「大山祇神・おおやまつみのかみ」の女（むすめ）で天孫・瓊瓊杵尊（ににぎの

みこと）の妃、火蘭降命」（ほのすそりのみこと・海幸彦）、彦火火出見尊（ひこほほでみのみこと・山幸

彦）、を生んだ。この懐妊、出産の経緯は多くの人の知るところだが、恭学徒が力を入れるのは“木花之開

耶姫は絶世の美女で小野小町と誰かと並ぶ３美人の一人（此処に神と人間が一緒に出てくるのが面白い）。 

父親の「大山祇神」が姉の「磐長姫・いわながひめ」も一緒に貰いなさい。「磐長姫」を娶れば貴方の命は

イワのように永遠でしょう。「木花之開耶姫」を妻とすれば木の花の咲くように繁栄するだろうと勧めたが、

磐長姫は絶世？の醜女（しこめ）で、瓊瓊杵尊はイワナガビメを追い返してしまった。大山祇神はこれを

怒り、コノハナサクヤビメだけと結婚すれば、瓊瓊杵尊の命は木の花のように儚くなるだろうと告げた“ 

といういきさつである。恭富士山学徒が富士に引かれた理由の一つがこのような人間臭い話に隠されてい

るようにかんぐりたくなるのだが・・ 

＊ 小生も「だから瓊瓊杵尊の孫である神武天皇は神の子・天孫でありながら有限の命なのだ」という結 

び付けに感心する。 

世の中では「美と醜」、「善と悪」、「強と弱」・・は避けられないが、醜とはいえ「磐長姫」が「かわいそう」

ではないか！ 

姫を祀る神社はないか探してみた。 

静岡県伊東市の大室山・浅間神社、静岡県賀茂郡松崎町の雲見浅間神社、岐阜市の伊豆神社などである。 

１８日に宮川君がこの伊豆神社の由緒書きを写真に納めてくれていたがそれには「当神社の創立年代は不

詳であるが御祭神は大山祇神の娘、岩長姫で生命は岩のごとくゆるぎないようにと健康長寿をつかさどる

神であり、全国主要神社でこの神を主祭神とする神社は皆無である・・」とあった。 

「皆無ではない」が数は少ない。 

何だか、人の心の有り様を見せてもらった思いだ。 

 

３） 播隆上人さま、吾らも山岳の徒でございます。お目にかかれませんか・・ 

太田宿は大田の渡しを控え、恵那から鵜沼までの行政の中心として栄え、今も昔の面影を良く
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残している。そのほぼ中央あたりに臨済宗の古刹、「祐泉寺」があり、槍ヶ岳開山の播隆上人

の墓碑もあると言うので是非お参りしようとなった。 

境内はそれほど広くはないが、禅宗の寺院特有の雰囲気がある。芭蕉の句碑、坪内逍遥の歌碑、

北原白秋の歌碑、志賀重昂（日本ラインの命名者）墓碑などはあるが目指す播隆上人の墓碑が

どうしても見つからない。霧がかかっているわけでもなくヤブが延びていたわけでもない。 

庫裏に声を掛けてみるが応答無しだ。？？？ 

已む無く、「上人はまた何処かの山へお出かけかも？」と次の機会を待つことにした。 

播隆上人は５５歳でこの寺のすぐ隣の脇本陣・林家で没し祐泉寺に葬られた。 

受け売りながら山岳の徒として少々物語りを書く。 

 

（＊１７８６年、越中国新川郡大田組河内（富山市河内）に

生まれた播隆上人は１９才で出家。しかし混濁の世俗を捨て

て仏門に入った筈の彼が見たものは俗界同様の醜い風潮がみ

なぎる宗門の内情だった。故に彼は深山幽谷での修行を重ね、

生涯の殆どを一介の苦行僧としてすごした。飛騨高山の杓子

窟で参籠し、飛騨山脈の霊峰・笠ケ岳へ登頂した。 

＜ＪＲ松本駅前の播隆上人の像・転載＞ そのとき彼は群山を圧して一際高く聳える槍ヶ岳を眺め、その

霊感に討たれたのか、槍ケ岳開山の悲願を抱くようになる。天を突き刺すような鋭鋒の頂に,清浄静寂な

極楽浄土への道を発見したからに違いない。 

各地を布教して回る途次の１８２６年、播隆上人は信州・小倉村の鷹匠・中田又十郎にこの宿願を打ち明

け、以降５回にわたる登山行の全てに中田又十郎は協力、案内役を務めた。 

１８２６年の第１回登山は槍の肩付近までの偵察でその２年後の１８２８年７月２０日に初めて頂上に

立った。１８３３年に第３回目、３４年に４回目、このとき衆生も登れるようにと「善の綱」をかけた。

３５年には最後となる５回目の登頂。 

播隆上人は５回目の登頂のあと、後に続くものの安全のため「鉄の鎖」を懸けるための浄財集めに奔走し

た。 

当時、鉄は貴重品であったに係わらず信者達から鋏、包丁、鎌などが寄進された。鉄鎖は完成されたが、

凶作が続いたため松本藩は鉄鎖をかけることを禁止、４年後の１８４０年に漸く実現した。 

このとき、播隆上人は病を得て、脇本陣林家で療養中であったが、又十郎ら信者により鎖は遂に懸けられ

た。５５歳の高齢に達していた播隆上人はこの鉄鎖の懸垂を見届けるかのように大往生をとげたという。 

 

吾ら、山岳の徒はこの播隆上人の鉄のように強靭な意思が生んだ鉄の鎖の恩恵に浴してきたのだ。 

激しい山岳修行にあって「ブロッケン現象」に出会った時、それは恐らく「阿弥陀如来の来臨」と感じた

であろうことは当然に想像できる。そしてそれは益々強烈な高山信仰を促したのではないか？ 

播隆上人の墓碑にはお目にかかれなかったが我等は十分に敬意を表した思いである。 

４）宿内散策、坪内逍遥記念館ほか 
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十分時間がある。太田宿内の散策は急ぐことはない。 

＊ 坪内逍遥記念館に入る。シエークスピアでお世話になり「小説神髄」や「当世書生気質」

位は思い出せるが、この明治、大正の小説、劇作、評論、翻訳の大家がここ美濃大田の生まれ

とは全く知らなかった。「偉人は辺境より出ず」の類であろうか。 

坪内逍遥は当時の尾張藩士で大田代官所手代・坪内平之進の末っ子として生まれた。 

のち、名古屋に戻るが、この少年が幼くして読本・草双紙などの江戸文学や俳諧、和歌に親し

むことになったのは母の影響だという。母は偉大なりだ！ 

＊治郎が古風な酒屋に入り込んで、店のお兄ちゃんと話しこんで出てこない。時間はたっぷり

あるから、気にすることはないが、彼は盛んに「種子島特産の“しまむらさき”」の売込みを

していたらしい。 

“此処の人はみんな親切だ・・”と感想を述べていた

が、その後、この大田から注文が届いたかどうかは聞

いていない。 

＊ 宮さんがいると夜の部が一層賑わう。 

何を飲み、食べたか定かではないが、心身の明日への

備えは十分出来たようだ。 

“冷酒や 美濃は大田の 千代桜（宮）                  

酒飲みと言うのは「何処の酒は上手い・・」なんて  ＜太田宿本陣・福田家、表門のみ残存 

ことを良く覚えているのに感心する。        1861 年に皇女和宮降嫁に際して建立＞ 

自己流の評価を下して悦に入っているようだが、これが上手な酒飲みと言うことかな。 

何を飲んだかさっぱり覚えていないものもいるからなあ。 

 

 

[２] ２０１２年５月１８日（金）晴 太田宿 鵜沼宿 岐阜・加納宿 

佐薙 高崎 宮川 石和田 距離２５Km 時間１０H(８H４０M) 歩数４７，１００ 

 ５：００ 起床 

 ７：１５ ホテル発 太田宿内西半分 祐泉寺 本陣表門 脇本陣・林家 坪内逍遥記 

 念館 大田代官所跡（逍遙生誕の地）虚空蔵堂（逍遙の遊び場）椋の巨木 

 ９：００ 深田神社 木曽川堤防 日本ライン 坂祝（さかほぎ）岩屋観音 

１０：００ うとう峠 うとう峠一里塚 合戸池 

１０：３０ 鵜沼宿 鵜沼宿脇本陣 中山道鵜沼宿町屋館 犬山城望見 国道２１号 

１２：００～：４０各務原駅前昼食 航空自衛隊岐阜基地 川崎重工など 

      国道２１号に沿って只管歩く 

１７：３５ 岐阜・加納宿 コンフォトホテル岐阜着 

１） あれあれ木曽川が消えた？？ 

本日の距離は２５Ｋｍ，下りだから何とかなろう。 



 7

太田宿の西の外れ、坪内逍遥生誕の地を過ぎ、木曽川の右岸の堤防の上を行く。 

川幅は広く流れも揺ったりとしている。ジョギング、サイクリング、散歩、人々は夫々に 

朝の清澄な空気と水の流れを満喫しているようだ。夏鶯の声も聞こえる。 

西南西に下っていた木曽川は２ｋｍほど下ったところで南に大きくカーブ、吾らの歩いている

堤防から離れてしまった。左前方に標高３００ほどの山塊が横たわり木曽川はその左端を南下

しているように見える。 

地形から見てもその前方は濃尾平野に繋がっているようだ。 

立ち寄る積もりは勿論なかったが御嵩宿の近く、木曽川が飛騨川と合流する少し上流の可児市

八百津町の兼山ダムから取水している「愛知用水」は多分このあたりを南下しているはずだ。

（＊木曽川の水を知多半島まで引き、農業，工業、上下水

道として活用すると言う戦後のこの一大プロジェクトの第

一期工事は幹線水路１１２Ｋｍ，支線水路１０１２Ｋｍ、

総工費４２２億円を投じて１９６１年に完成した。第２期

は３０５９億円を投じて２００６年に完成。知多の篤農

家・久野庄太郎など民間の人達の要望を時の政権が取り上

げ、世銀からの融資などを活用して完成させたことは意義

深い。東海道ウオークの際、吾らもこの用水を横切った） 

＜鵜沼宿までが日本ラインの見所＞ 今まで広々と流れていた木曽川は一体何処へ行ってし

まったのか？しかし、我々は間違いなく木曽川の右岸を下っている筈だ。川と勝手に離れ離れ

になるはずはない。 

やがて、左前方の山塊と堤防とがぐっと近くなった時、何と大河、木曽川はその間に挟まれる

ように窮屈に押し込められ、岩をかむ奔流となっていた。日本ラインの一番の見せ場らしい。 

岩はごつごつと表現の仕様もない。板状摂理のようなところや焼けただれたような処もある。

だが、地質のことは皆目不明、山崎先輩でも居られればご講義賜るところだが、今は適わず！ 

 

２） 岩屋観音から木曽川を俯瞰 

洞窟に神を祀る慣わしは何処から来たか？ 

｢岩屋○○｣という神や仏の住まいは全国至るところに

ある。生まれたばかりの人類・原人は主に洞窟に住ん

だ。雨・露・風雪をさけ、身を護る自然の館である。

しかし其処には神が先住者として住んでおられたよう

だ。洋の東西を問わず自然神である限りクロマニヨン

もネアンデルタールも北京原人もさして変わらないように ＜岩屋観音から見下ろす木曽川・ 

思えるが、神や仏が容（かたち）を整えるに連れて祀られる    上掲の写真のやや下流＞ 

場所と容は分化した。中東オリジンの神は天にあり、その神や使徒と人間が出会う場所は教会や

モスク。我等の神・仏は神社や寺院、しかし、その社やお堂が洞窟・岩屋の中に造られることは
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原始時代からの認識と合体しているようにも思える。 

（天照大神が弟・スサノオノミコトの暴挙に怒り一時、「天の磐戸」・洞窟に身を隠したという神

話も人間が洞窟に住んでいたことからの発想と見るのは素人の勘ぐりすぎか？） 

その岩屋観音の目と鼻の先のコンビニで岩屋観音への道を尋ねたが店員は知らなかった。 

ああ、どうなっているのか？！神も仏も要らない。携帯から出る現代の情報（雑音）だけで十分

と言うことか。（宮さんの句で気分直しとするか） 

 “観音の 見下ろす急流 風涼し”（宮） 

 

３） うとう峠・妙な名前だ 

岩屋観音に然るべくお賽銭を上げて国道２１号を下る。木曽川と崖に挟まれた狭隘な谷を国道

２１号とＪＲ中央線が重なるようにして走っている。 

日本ライン下りの見せ場のこの付近、何時の頃、賑わったのか大きなレストランの廃屋が遺

骸？を晒している。３～４００年前の城址には心惹かれるが、無様に放棄されている鉄骨・ス

レート葺きの廃屋からは眼を背けたくなる。 

藤つるが絡み雑草が延び放題の大きな２階建ての廃屋の裏側に恐る恐る回りこみ、「うとう峠」

への道を探す。 

国道２１号、ＪＲ中央線の下を潜り、暫し世の騒音と

はお別れ、木曽川の流れからも遠ざかる。 

“美濃路きて まむしの潜む 峠越ゆ”（宮） 

斉藤道三が潜んでいるわけではなかろうな。 

それにしても「うとう峠」とは妙な名前だ。 

「善知鳥峠」なら塩尻と岡谷の間、「東山道」の峠とし

て今もある。 

しかし、大田・鵜沼の標高１４０米程のこの峠の名前は 

＜うとう峠の緑陰・マムシは出なかった＞ 別の由来らしい。 

「うとう」は「疎う」から来ていると言う。どうも「善知鳥・うとう」とは逆だ。そこで得意の

こじ付けを思案した。 

「この付近は古来木曾川で削られた断崖絶壁で、江戸時代には交通の難所であり、此処を避ける

ために山を越える「うとう峠」道が開かれた。「うとう」には「疎遠」のように「うとくなる」、

「よそよそしい」、「さける」と言う意味もある。即ち、この断崖絶壁の道を「さける」という意

味からではなかろうか？」。正解を誰か 

 

４） 「鵜沼宿町屋館」で“僕ら４人、合わせて３２０歳、日本橋から京都まで行きます！” 

出た出た、治郎の得意のセリフ、復元された「鵜沼宿町屋館」でボランテイアのご婦人方を相

手に。“えい！？とてもそんなに・・”という驚きと感嘆？の反応を引き出したくて・・？ 

まあ、今まで、「止めた方がいいよ」とは聞かなかったが・・。 
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鵜沼宿・江戸より５２番目。東の大田宿へ２里、西の加納宿まで４里余、明治２４年（１８９

１）の濃尾大地震で甚大な被害を受けた。その後、徐々に復元が進み、現在では「鵜沼宿町屋

館・旧武藤家住宅」や鵜沼宿脇本陣・旧坂井家、登録有形文化財の家々など古の宿場町の景観

が再現されている。 

治郎と小生は町屋館で３２０歳談義、佐薙と宮川は脇本陣坂井家やその屋敷内にある珪化木に

彫ったとされる芭蕉の句碑「ふく志るも 喰えば喰

わせよ きく乃酒」（なんだか良くわからない句

だ！）などを吟味して、しばしの休憩、勉強。 

鵜沼宿の外れからは、国宝「犬山城」が見える。電

柱や電線、家々の屋根などに汚されて、眺めは良く

ない。ただ、織田信長の叔父・織田与次郎信康が築

いた城で天守閣は現存するもののうちで日本最古

という。戦国時代、徳川時代を通じてどれだけの役

割を果したかは知らないが、小山の上のこの城  ＜鵜沼宿の高処から犬山城望見・宮川写＞ 

からは、北東から東にかけて木曾御岳、恵那山、南には小牧山と広大な濃美平野、西には伊吹

山や鈴鹿に連なる山々、眼下には木曽川が流れ、今や鵜飼も盛んなようだ。鵜沼だものな。 

長い間、連れ歩いてきた木曽川とは此処でお別れとなる。 

 

５） 各務君、小木曽さん、戦闘機、イワナガビメ・伊豆神社。 

鵜沼宿から岐阜・加納宿までの４里あまりは殆ど国道２１号かそれと平行、只管歩くことだ。 

宮さんが「これから先は消化試合か」と呟いたが、まさに「その感」がある。 

中山道と現在の道とがほぼ重なっていると言うことは、昔から平坦で旧街道もくねくねと曲が

る必要もなかったと言うことだろう。 

＊各務(かがみ) というのは、もともと「鏡」のことで鏡のように平らな台地のこと。 

また、古代からこの地域に「鏡作り部」が住んでおり、「鏡」の「かがみ」、「かがむ」から７

００年代には此処に既に「美濃国各務郡」があったという。平らなはずだ。 

山岳部の１年後輩に各務君といういい顔立ちの若者がいたが、ここの出身であったろうか？ 

（勿論、鏡の製作に従事していた伴造（とものみやっこ）は６８３年に連（むらじ）姓を与え

られ大和国城下郡鏡作郡に住んでいたというから、この直系かもしれないな） 

＊国道２１号を疾走する車の騒音をつんざくように戦闘機の爆裂音が響く。 

青空に向かってほぼ垂直に上昇してゆく。たった１機でこれだ！基地の町のことが思いやられた。 

我々は「航空自衛隊岐阜基地」の横を歩いている。 

“ 爆音を 見上げる友の 日焼け顔”（宮） 

＊この辺りは流石に航空機、自動車関連の一大工業地帯だ。やがて国道を自分の敷地の中を通

しているかと思えるように、その両側に川崎重工の大きな工場が現れた。面積２７６ｈaという

広大な敷地で航空機生産に係わっているようだ。此処の町名は「川崎」だ。 
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＊名古屋振出しの恭リーダーが、この近くに「小木曽君という友人の家がある、来たことがあ

る」という。随分前のことだろうに良く覚えている。 

「小木曽！？」、木曾谷を通り、木曾に魅せられた詮索癖の小生、「この姓・小木曽」は何時かの

時、木曾から木曽川に沿って下って来た者達が、自らのルーツを思い、本籍地に敬意を表して名

乗った「姓」に違いないと考えた。 

確信はないがデータを挙げておく。（ネットによる。電話帳から拾い出した最近のデータ ） 

・小木曽姓の分布：全国１９３６人―岐阜県９４６人、愛知県４２５人、長野県２５８人・・ 

        岐阜県内：瑞浪２３２、恵那２０１、岐阜１４２、中津川１１５、土岐９８ 各務１９ 

        愛知県内：名古屋６６、豊田８４、春日井４０、岡崎２４、一宮１６ 

        長野県内：飯田１３３、下伊那郡松川１９、駒ヶ根１６、木曽郡上松０、木祖０、 

大桑０、王滝０・・（＊木曾谷には見られない！） 

・木曾姓の分布：全国１１４１―広島２９４、北海道８１、秋田８３、大阪８１、千葉７０、神奈川４６、 

岡山４０、長野３７、愛媛３２・・（＊千葉の７０！は木曾義昌に繋がる姓であろう） 

＊各務原市から少し岐阜市側に入った岐阜市切通に例の「イワナガビメ」を祀った「伊豆神社」

があった。「浅間神社、絶世？の美女・コノハナサクヤビメと醜女・イワナガビメ」については、

既に４ｐで書いたが、神

前で手を合わせ、人の世

にある「美と醜」につい

て考えさせられたので

「由緒」書きの写真を載

せる。 

「・健康長寿を ＜伊豆神社・移改築後間もなし＞ 

司る神であり、全国主要神社でこの神を主祭神とす

る神社は皆無である・・」とある。             ＜伊豆神社の由緒＞ 

大変珍しい神を拝ませていただいたことに感謝しよう。願わくば「健康長寿」を。    

 

６）中山道で５番目に大きな加納宿、ホテルは何処だ？！    

 中山道の５３番目の加納宿は６９宿の中でも本庄、高宮、熊谷、高崎についで５番目の大宿。

尾張の熱田、伊勢への道とも交差、本陣１、脇本陣２、旅籠３５、問屋２、宿建人馬５０人５０

匹、江戸時代中期には６～９００軒の家が立ち並び２～３０００人が暮らしていた。 

町並みは普通の宿場の３倍の２１町３０間（約２．３Ｋｍ）の細長い宿場で、関ケ原合戦後、１

６０１年、家康自らが築城を指揮した加納城があって、６ケ所に枡形があり、宿の東西に夫々番

所があった。 

この城は美濃国において最も重要な拠点として位置づけられ、初代の城主は長篠の戦いなどで

数々の手柄を立てた勇猛な武将、家康の親戚で信頼も厚く、家康の娘・亀姫を娶った奥平信昌だ

った。石高は１０万石、現在は石垣などが残るのみ。 



 11

１６３９年、明石藩から移ってきた松平丹波守光重が傘職人を連れてきて下級武士の生活を救う

ために傘つくりを奨励し、これが「加納傘」として全国一となり取引が盛んとなって加納は別名

「問屋宿」とも呼ばれたそうだ。 

今は寺院のほかには道標や石碑が残り、往時を偲ばせている。 

細長い宿の中ほど、清水川に架かる橋の上からホテルに電話、道を

尋ねた。眼前には岐阜の中心街と思える高層のビルが見え、鉄道の 

線路も走っている。名鉄とＪＲであ

ろう。  

岐阜駅の近くにいるのだが、吾らの

位置をどんなに説明してもフロント ＜中山道・加納宿＞ 

の女性にはピンと来ないようだ。（当方の聞き方がまずい！？） 

「駅を降りるとブリッジがあります。それを来ていただくとすぐ 

＜宿場に沿って流れる清水川＞ です・・」 どうなっているんだ！ 

（今や情報は歩いて身につけるものではなくネットで検索するものだから,そのうち GPS でどう

ぞ、なんてなりかねないか・・） 

路上で行き交う人に尋ね確かめつつ歩道橋を上がったり降りたりして、漸くたどり着いた。 

ああ疲れちゃった。 

 

夜は楽しい。居酒屋を探す。恭、治郎、宮さん達は嗅覚が発達している。 

見当をつけて行って、外れたことがない。 

今夕は「ねぎ屋」、ねぎを工夫した料理が色々出てくる。 

流石、岐阜駅前、客引き人が盛んに呼び込みをしている店もあったが、迷わず、いい店を選んだ

ようだ。明日は宮さんは帰宅するが、代わりに鈴木、松尾が馳せ参ずる筈だ。 

“焼酎に 酔い加納宿 夜は更けり”（宮） 

 

７） ５３番目の宿・加納宿（修行の階段とは？） 

東海道の５３番目は大津宿、１２１里２７町（４７８．１Km 宮・桑名間、海上７里を含む） 

中山道の５３番目は加納宿、１０４里２２町（４１０．８Km） 

宿間距離は東海道がやや長いが凡そ２里である。（木曽路の入り口で土地のお年寄りに聞いた 

とき、木曽路は２里おきに宿場があるの、と教えてくれた通りだ） 

ところで、江戸（現在）と京都（過去）を結ぶ東海道を何故５３次としたか？？ 

「厭離穢土 欣求浄土」の「穢土」から「江戸」になったことは既に触れた。 

そこで「５３次」になった理由、誰でも知っていることだが、記しておこう。 

これは「華厳経（正式には大方広仏華厳経という）」の「入法界品」にある話から来ている。 

即ち「善財童子という若者が文殊菩薩の教えで５３人の善智識（賢者）を次々と訪ねて教えを乞

い、悟りえの道を追求し、最後に普賢菩薩の処で悟りを開いた。この事は修行への段階を現し、
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最後に悟りの境地に辿りつくという物語りである」 

東海道にしても中山道にしても我等は「修行の段階」を踏んでいるのだと？！ 

家康は６歳から１９歳まで織田、今川の人質として過ごしたが、今川の駿府城に置かれた時、２

里余も離れた興津の臨済宗妙心寺派の古刹、清見寺の住職・太原雪斎に師事して勉強した。 

（東海道を歩いた時、本寺にある「家康公手習いの間」は拝見できなかったが、恭リーダーが境

内に並ぶ五百羅漢を見て、必ず親に似た顔があるそうだと、亡き父に似た顔を捜していたことを

思い出す） 

家康への評価は色々あろうが、リーダーたるものは実に深い勉強、修行をしていたものだ。（余

談だが豊臣秀吉が発願して建立し、秀頼が鐘に刻んだ「国家安康」の文字が冬の陣の口実とされ

た「方広寺」の名前は、この「大方広仏華厳経」からとったのではなかろうか） 

 

８） “岐阜”とは？！ 家康は何故、岐阜城を捨ててわざわざ加納城を築いたか？ 

信濃国の男・宮さんが美濃国を歩くのは此処まで、と言うので、つい横道に入りたくなった。 

＊「美濃」の国名の由来は「青野、加茂野（または大野）、各務野の３つの野から三野となった」と言う説

や「真野の名義から転化した」という説、「一方が山地で僅かな高低のある土地をいう」という説などあり、

定かでないようだ。まあ、いいか。 

＊ しからば「岐阜」はどうか。 

１５６７年、斉藤龍興（斉藤道三の孫）から遂に稲葉山にある城を奪った織田信長は禅僧の沢彦宗恩（た

くげんそうおん）に何か良い名前はないか？！と考案を命じた。 

沢彦和尚は中国の故事にならい「岐山」（昔、鳳凰が舞い降りたとされる山）、「岐陽」、「曲阜」（儒教の開

祖、孔子の生まれ故郷）の３つの地名を推奨。 

「岐山」と「曲阜」から「岐阜」が生まれたと言う。 

（別に古代中国で周王朝の文王が岐山によって天下を平定したのに因む、という説もある） 

これにより、信長は稲葉山の城（井口と呼んでいたが）を「岐阜城」に、地名も岐阜と改め、本拠を小牧

山から此処に移し、「天下統一・天下布武」をとなえるようになった。 

＊ ところが、徳川家康は１６０１年に「岐阜城の廃城」を決め、

天守、櫓などを運んで「加納城」を築いた。何故か？ 

岐阜城が山城であり、かって信長が天下取りの意思を込めて命名

した「岐阜」という地名を家康が忌み嫌ったからとも言われる。

この時期、まだまだ、深慮遠謀の家康ならでは！ということか。 

大阪夏の陣・豊臣の滅亡は１６１５年、この時から１４年後であ 

＜岐阜城・１９５６年再建・転載＞ る。尾張の国人、克夫兄によれば「家康は尾張藩の脅威となら

ぬように美濃国を小さな藩に分割して統治した」という。徳川初期，美濃には１０万石の加納藩を筆頭に、

大垣、高須、黒野、揖斐、・・となんと１万石代の小藩を入れると２０藩を越える小粒な国があった。家康

の用心深さは天下一品だ。 

（＊城は岐阜市の中心街から１Km 余の山の上、宿泊の「コンフォトホテル岐阜」から良く見えた。） 
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[３] ２０１２年５月１９日（土）晴 加納宿 河渡宿 美江寺宿 赤坂宿 垂井宿 

佐薙 高崎 鈴木（美江寺で合流）松尾（々）宮川（加納・岐阜から帰宅）石和田 

距離２５Km  時間１０H４０M（８H２０M） 歩数５０，８００ 

 ６：３０ 朝食 

 ７：１５ ホテル発 

 ８：１５ 乙津寺（おつしんじ） 小紅（おべに）の渡し 河渡の宿 延命地蔵 

 １１：１５ 美江寺宿、鈴木、松尾と合流 揖斐川・呂久の渡し 

 １２：２０ 小簾紅園・おずこうえん（皇女和宮ゆかりの園） 

 １３：００ 路上でコンビニ昼食 柿畑広がる 揖斐川沿いを大垣方面へ歩く 道を間違える  

 １５：２０ 治郎、赤坂宿で JR 杭瀬川・赤坂港 赤坂本陣跡 昼飯 青墓集落  

 １４：３０ 照手姫水汲井戸 松尾コンビニでタクシー拾う 美濃国国分寺跡 

 １８：２０ 垂井宿、宿内往復、つるや着 治郎、寛二先着  

  

１）「鏡島（かがしま）の弘法・乙津寺（おっしんじ）」、伝・行基開基 

エレベーターホールに百部以上の地元の新聞が置いてあり、朝食のバイキングも悪くない。 

この地方の朝食は「ただ」と言うのもあり難い。（その分はちゃんとお払いしている？） 

此処から帰路に着く宮さんに送られてホテルを出る。（気がついたらポケットにお握りが２つ 

入っていた） 

往時を偲ばせるものは殆ど残っていない平坦な道を只管進むこと凡そ１時間、突如「乙津寺」と

いう矢印が出てきた。臨済宗妙心寺派・瑞甲山乙津寺、十一面千手観音菩薩と不動明王。 

（我が家では生年の干支からすると観音様と不動明王は護

り本尊だ、拝まなくちや） 

「７３８年、当時、乙津島と呼ばれていたこの地に、行基

が草庵を築いたのが始まり。８１３年、嵯峨天皇の勅命を

受けて空海がこの地に赴き、秘法を用いて龍神に向けて鏡

をかざしたところ、この地が桑畑に変わった。このことか

らこの地を鏡島（かがしま）と名づけ、翌年、真言宗・ 

 ＜鏡島の乙津寺本堂・佐薙写＞ 乙津寺を建立した」と石碑に書いてあった。（南北朝時代に

臨済宗・妙心寺派の寺院となる） 

行基の草創、空海の再興と言う伝承は日本各地に見られるもので、これを史実とは考えられない

が現存する本尊・千手観音立像は平安時代前期に遡る作品で、寺の歴史は確かに古い。 

行基も空海も全国津々浦々に足を運んで大変だが、これは恐らく「勧請開山」と言うものと見る

のが妥当らしい。「勧請開山」とは師の法弟・法孫達による開山を師の開山とした寺を言う。 

（高野聖が全国あちこちへ行って法を説き、恰も弘法様がお出でになったかの伝承を作ったこと

より次元が高そうだな。） 
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２）長良川「小紅・（おべに）の渡し」 

乙津寺から５分ほどのところに「小紅の渡し」があり、今も旅人を無料で渡してくれている。 

名の由来は「小紅という名の女船頭がいた」とか「川を渡る花嫁が水面に顔を映して紅を直し

た」とか「紅を取る草が生えていた」など色々あるが、「小紅という船頭さん」に運んでもら

えれば旅人は幸運と言うものか。 

吾らが桟橋も何もないただコンクリートのブロックが転がっている狭い川瀬に佇んでいると、

やがて川向こうの見張り小屋？（待機所）に控えていた叔父さんが堤防の７～８０段の階段を

あわてる事もなく下りて舟を此方に向けてくれた。 

長良川は川下にダムでもあるのか流れは殆どない。

川上に望める山は金華山らしい。 

数分で叔父さんは船をつけ、救命胴衣を着けないと

舟は出せないよ！と注意を促す。 

｢小紅の船頭｣はどうであったろうか。 

中山道を行き来する人、乙津寺にお参りする人達で

さぞ賑わったであろう、ことなどあれこれと思い描

いているうちに、もう１５０米ほどの川を ＜長良川・小紅の渡し、船頭さんは叔父さん＞ 

渡り終えた。我等は木曽川から長良川圏？に入った。叔父さんには丁寧なお礼を申し上げ、船

賃は払わなかった。１日に果たして何人の人が運ばれるものやら。 

 

３） 美江寺宿・ドンぴしゃり鈴木・松尾と合流 

｢小紅の渡し｣から長良川支流・伊自良川の堤防を只管下るがなかなか背後の岐阜のビル群が遠

ざからない。次に目指すは「河渡（かわど）の渡し」跡である。このあたりは川の流れが変わ

り改修工事もあって往時の姿はとどめていないが、何んとかたどり着く。 

河渡宿は戦災で消失、路の両側に家並みが続いているが，みんな建て替えられたものだ。 

長良川の渡しで栄えた面影はない。 

先を急ぐ。河渡宿と美江寺宿の中間辺り、「馬場の石地蔵」を拝み小休止していると中年のお

ばさんが通りかかり、話しかけてきた。 

ご自身もウオークが好きらし子                 

供の頃に関が原まで行った、最

近では鈴鹿の山などを良く歩

く・などと買い物籠をぶら下げ

てひとしきり立ち話、おばさん

の元気を分けてもらいたかった

な。樽見鉄道樽見線の「みえじ

駅」が見える踏み切り、美江寺 

       ＜美江寺宿での合流＞         宿に差し掛かったところでケイタイ。 
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松尾からだ。彼らは今、美江寺宿の中ほどに到着という。 

その後５分ほどで合流、うまいタイミングであることよ。 

何処をどう乗り換えてきたか知らないが、尾張国の主、隈なく知り尽くした克ちゃんが加わっ

たことで、更に安心、恭リーダーの肩の荷も幾らか軽くなるのではなかろうか。 

克ちゃんの足取りは相変わらず軽い。「五体不満足」にとっては付いていくのに骨が折れる。 

美江寺宿は長良川の「河渡の渡し」や揖斐川の「呂久の渡し」を控えて栄えた宿だそうだが、明

治２４年の濃尾大震災で潰滅してしまい、殆ど何も残っていない。 

宿の名になった「美江寺観音」が名残をとどめている。 

４） 柿若葉の田園を調子よく・・、あれあれ行き過ぎちゃった！？ 

汗ばむ陽光、克ちゃんの歴史、地理、何でもございの話を聞きながら、田園の道を進む。やが

て揖斐川の堤防に出た。だが？？目指す赤坂宿の赤茶けた採石山が次第に後方に去り、出会う

はずもない樽見鉄道？の線路が目の前に迫った。？？？ 

西に向かう筈がどうやら大垣市街に向かって南へ下りすぎたら

しい。腰ほどもある草に噛り付き、足を滑らせ、もがきながら、

辛うじて揖斐川の堤防に這い上がって、見渡せば、あ～ア！ 

堤防の上を引き返すことになる。ご苦労さん、これで歩数が稼げ

たと思った輩は何人居たか？ 

まあ、４～５０００歩は稼いだ 

＜揖斐川の穏やかな流れ＞ のではないか？。 

木曾三川は下流に行くほどお互いが接近する。 

長良川圏から早くも揖斐川を渡る。そして伊吹山を遠望しな

がら少しずつ関が原の峠に向かって登ってゆく。 

揖斐川を渡ると西岸に「呂久の渡し」跡があり、やや行くと ＜快調に先頭を行く治郎さん＞ 

「小簾紅園・おずこうえん」なる「皇女・和宮降嫁」に因む「公園」と「展示館」があった。 

パンフレットによれば「和宮は 1861 年 10 月 20 日京都を発輿、25 日に赤坂宿泊、26 日午前 

大垣藩が警衛するうちを当地に至り、呂久川（旧揖斐川）を御座船で東岸の「呂久」に渡られ

た。御座船の玉簾の中から四方の景色を眺められ、東岸の馬渕孫右衛門の庭に茂って色麗しく

紅葉している楓を目に留め、一枝を所望、“おちてゆく 身と知りながら もみじ葉の ひと

なつかしく こがれこそすれ”と詠まれた。宮は馬渕孫右衛門宅で御小休遊ばされて東へ向か  

われた・・・・」とある。（＊当時、呂久は川の東岸にあったが

その後の流れの変更、河川の改修などで今は西岸になった。この

「小簾紅園」が馬渕孫右衛門の屋敷跡であろうか。（御簾を掲げ

て紅葉を眺めたことから「小簾紅園」となったのかな） 

なお、和宮の中山道降嫁には、道固めをなすもの２９藩、御輿の

前後を警衛するもの１２藩、供奉するもの、中山大納言忠能（た

＜小簾紅園の和宮の歌碑＞ だやす）、岩倉具視など公家をはじめとして 2 万人という。 
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一大事業であったものだ。よく天皇がお出でになる国体を開催すると道路が整備され、街が綺

麗になる、というが尤もなことだ） 

５）道端で昼食、残り１０Km あまりよ。 

休憩、休憩！小さな日蔭で昼食。 

話し好きな御仁は何処にでも居られる。自転車を降りて、話し

かけておいでだ。 

“何処まで行く？”“垂井宿まで”“まだ少しあるなあ・・” 

どうやら、このあたりの長老か、８０歳だそうだが元気、元気。 

当方もこれまでしばしば８０歳を売り物にして来たが今回は 

止めた。                                                   ＜元気な地元の古老＞ 

昼食は簡単に済ます。克ちゃんに「紛れ込んでいた？お握りを提供、松尾は久しぶりに歩いた

らどうも腸が元気に動き回るらしく、腹がごろごろ、カロリーメートで我慢してもらった」。

当方は肩が軽くなるので大助かりだ。 

かくて隊列は西へ！あと６Km 弱で美濃赤坂宿（東海道の赤坂宿に敬意を表して美濃を付ける）

です。 

６）赤坂宿で途中下車、電車で終点へ 

これが午後何時何分のものか判然としないが、松尾の写真番号か

らすると道端・昼食の少し前のようだ。よって休憩、休憩となっ 

たし、“吾らみんな８０歳”の得意の台詞も威勢良く出なかった所

以でございます。 

「小簾紅園」からの６

Km の道のりは、決して

容易ではなかった筈だ。

無事、赤坂にたどり着 

＜傾斜角２０度？・撮影者＞いた治郎さん、あと５

Km 余を残して、名誉ある「落伍者」を宣言、電車で

垂井宿を目指すことになった。 

回り道をした分だけ予定が狂っただけだ。電車の利用は＜治郎さんがご乗車？の美濃赤坂駅＞ 

お手のもの？の治郎さんだが、果たして上手く乗れたかどうか？宿泊先は「つるや」ですぞ！

此処は大垣駅と美濃赤坂駅の間５Km をなんと JR・美濃赤坂線（東海道線）が通っている。 

途中に荒尾駅が１つあるだけ。                     

江戸から明治の頃まで、この地域が如何に栄え、重要だったかの名残であろうか。 

ウイークデイーと土・日では、運行本数が倍・半分になる。 

（因みに東海道線は大垣と関ケ原間では勾配の関係で別々の軌道があり、垂井駅を通らない列

車がある？。しかし、時間表では上りも下りも停まる。急行だけがバイパスするのかなあ・・）     
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７）日本一の大理石産地、こんな内陸に「港」がある？！。 

（美濃）赤坂宿の北側に目印としてきた「金生山・きんしょうざん/かなぶやま」が、中ほど

が凹むほど削り取られ、赤茶けた姿を晒している。 

２１７米のこの山は長い間、身を削りつつ、この地方を豊かにしてくれてきた。 

石灰岩と大理石を産するのである。尾張の克ちゃんが、当地は「大理石の国内最大の産地だ」

と教えてくれた。 

赤坂宿の東側を杭瀬川（くいせ）が流れ、宿への入り口近

くに「赤坂港跡」がある。 

こんな内陸にと思えるが、杭瀬川は江戸時代は水量も豊富、

1530 年の大洪水で水流が変わる前迄はこれが揖斐川だっ

たとも言う。 

江戸時代に造られたこの港からは米、材木、酒、その他の

物産が大垣、桑名の方まで運ばれ１日に１００艘を越える

舟が行き来していた。大正時代までは石灰石や大理石も運 

＜杭瀬川河畔の赤坂港跡＞  れていた。 

確かに石材店の看板を見かけるが、克ちゃんは「矢橋大理石株式会社」が最大だという。 

（＊日本で大理石が採れるのか？石灰山ばかりではないか。イタリアは勿論世界一だがギリシ

ャを始めエーゲ海一帯や中東など、大理石は４～５０００年も前に刻まれた文明を今も我々に

伝えてくれている。 

その大理石がこの赤坂の地から産出されている。近現代では「国会議事堂」も赤坂の大理石だ

そうだ。地質に全く無知な小生、大理石と石灰岩とは無縁のものとばかり思ってきたが、何と 

「石灰岩が変性作用を受け方解石（カルシュームの炭酸塩鉱物/鍾乳石や石筍をつくる）集合

塊となって粗粒になった結晶質岩石を大理石という」そうだ」。 

なんだ２つは同質、固まり方の程度の違いか。それなら日本は石灰岩だらけ、ことに岐阜、山

口、茨城などに産するが宇部、小野田、いわきセメントなどセメント会社としてしか認識がな

かった。（余談だが、ペルシャ語で大理石は“ま～るま～る”と言うが如何にも滑々した岩石

を表現しているなと思ったものだった） 

この赤坂宿は中規模の宿場と言えようか。宿場は７町１８間（約８００米）で本陣１、脇１、

問屋３、旅籠１７、と商家があり家の数２９２軒、人口１１００人余、町並みは綺麗に整理さ

れ、随所に石碑や説明版などが置かれている。 

これは１８６１年の和宮降嫁に際して街道に面した建物の建て替えが一斉に行われたためで

これを「姫普請」と言うそうだ。その工費は１０年で返済だったが幕府が瓦解し、返済は３年

でうやむやになってしまったとか。 

お陰で綺麗な町並みが残って何よりでしたね。まあ、もともと庶民から巻き上げた金だからい

いか。 

本陣役は当初は馬渕源太郎左ヱ門、次いで平田又左ヱ門などが代々本陣役を継いだが、幕末に
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は矢橋広助が２代勤めたと言う。 

馬渕源太郎左ヱ門は呂久の馬渕孫右衛門と同族であろうか？ 

矢橋広助は日本一の大理石会社・矢橋大理石株の先祖であろうか？そんな気がするなあ・・。 

 

８）「輪中集落」って知っている？ 

「輪中集落って聞いたことあるか？」。揖斐川を渡って暫く行くと、川がないのに桜が緑濃く

枝を延ばし、集落を分けているような土手にかかった時、恭リーダーが言い出した。 

「？？！関東平野の低地で土盛りをして家を建て、舟が置いてあった記憶がある」これだろ！ 

輪中（わじゅう）と言えば木曾３川の下流域が

象徴的だ。 

其処には古くからの川と人との交わり、暮らし

ぶりが、端的に凝縮、表現されているのだ。 

 

＜少し寄り道をさせてもらう＞ 

＊ 学問的なことは解からないが「輪中・わじゅう」＜呂久の渡しの西側にあった輪中（集落）＞ 

とは「堤防で囲まれた集落」（また其処に形成されている社会構造、生命財産を守る共同体という側面を

強く見る場合もある）で「曲輪」とか「輪之内・わのうち」とも呼ばれ、木曾３川の下流平野に形成され

たものが代表的で有名である。 

＊ 最初の「輪中」は鎌倉時代の末期,元応元年（１３１９）年に農民達がそれまで下流側に堤防がない「尻 

無堤」に堤防を追加し集落全体を囲った「高須輪中」（長良川・揖斐川に挟まれた現在の岐阜県・海津町に

ある）である。 

絶えず合流、分流を繰り返す木曾３川の下流域ではこの「輪中」が数十も生まれた。海津町のすぐ上流に

は「輪之内町」と言うのもある。吾らが通ってきた大垣市、瑞浪市、瑞穂市、各務原市など、上流域にも

及んだ。強力な水流が堤防をながしてしまうことも多く人柱が捧げられることもあり、農民と水と闘いは

終りなく繰り返されてきた。 

＊ 江戸時代、尾張藩は犬山から弥富に至る 12 里（４８Km）にわたり木曽川の左岸に強固な堤防を築き、

木曾川西岸の堤防は尾張藩を守るために構築された御囲堤より３尺低くしなければならないとしたため

（不文律だがやりそうなことだ、異説もある）、現在の岐阜県側に輪中が沢山出来た。更に（既に述べたよ

うに）西美濃は小藩に分割されていたため、大規模・本格的な治水

事業は出来なかった。 

大小合わせて３８３の支流が合流していると言う木曾３川は慶長

15 年（1610）から宝暦 3年(1754＊後述)の１４４年間になんと 112

回もの洪水を繰り返したという。 

輪中で暮らしてきた住民は、田畑、家屋、生命、に計り知れない 

＜平地より一段高い、奥の白い   苦しみを重ねてきたのだ。 

建物は水屋といい、更に高い・転載＞1735 年（享保 20 年）美濃郡の代官・井沢惣兵衛は３川の上流で 
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分流工事を立案したが、幕府の許可は下りなかった。（国家、国民のため、などは今も白々しいが、この頃

の民と統治者との隔たりは,何としたことか！腹立たしい） 

輪中の施設を概説する： 

水屋＝母屋とは別に石垣の上など高い場所に作った家屋で、普通は倉庫、洪水時は住居、建造費が高いの

で裕福な家のみにある。 

上げ仏壇＝仏壇が濡れないように可動式で水害が発生したときは天井裏へ上げられる。 

上げ舟＝水害の時の移動手段、軒下などに小舟が備え付けられている。 

助命壇＝住民が避難する高台、多くは集落の中心。目印に木が植えられている。食料などの備蓄はない。 

    水屋など作れない貧しい農民が利用した。命塚とも呼ばれた。 

（＊克ちゃんは尾張・徳川家の次席家老・石河（イシコ）家の竹鼻（タケハナ・現羽島市竹鼻）の領地を

差配する代官・鈴木傳左衛門の末裔で、木曽３川の下流域に暮らす人々の水との戦いや共生について縷々

聞かされて来た様だ。洪水を知らせる半鐘の音、人々の叫び・・など代々語り継がれて来たという。西美

濃南部の低湿地は小領主による尾張藩の間接支配下にあり、年貢の取立てに励んだ傳左衛門は農民に向か

ってどう振舞ったか？あまり立派な存在ではなかったのでは・・と謙虚な克ちゃんは振りかえっている）        

＊ さて、今度は治郎の故郷、薩摩の「宝暦治水事業・事件」に移ろう。 

１７５３年（宝暦 3年）、第９代徳川家重は漸く重かった腰を上げ、事もあろうに西の果て、薩摩藩に「御

手伝普請」（設計、監督は幕府、費用と人夫は命ぜられた藩側）という形で正式に川普請工事を命じた。（分

流、合流する木曽川、長良川、揖斐川の下流に堤防を築く、川幅を広げる、土砂を取り除くなどで流れを

スムースにするというもので、一の工事から四の工事まであり、三と四が最も難工事であった） 

これはもとより「薩摩藩の財政弱体化」を狙ったものであることは明らか。 

薩摩藩の中には不満が起こり「幕府と一戦すべし」と言う声も出たが、勘定方家老の平田靭負（ゆきえ）

は“皆の怒る気持ちはこの平田とて同じである。しかし戦をすれば薩摩の民百姓が一番犠牲になるであろ

う・・。ならばこの島津藩に連綿と続く「日本人は皆兄弟という同胞愛」と「仁義」（人を愛すると言う最

高の道徳）という精神で「水におぼれる美濃とやらの人々をお救い申そうではないか・・」と情理を尽く

して説き、藩士はそれに従った。 

刀を捨てた薩摩藩士９４７名は 1754 年 2 月から３００里も離れた美濃、尾張の地へ赴き、幕府の叱声を浴

びながら、水につかり、鍬を振るい、風呂もなく、煎餅布団に包まれながら難工事に取り組んだ。 

だが、幕府は村々に高札を出し、「食事は一汁一菜、草履・蓑などは安く売るな、宿舎は板塀など壊れても

修理するな、差し入れがましきことはするな、幕府の悪口を聞いたらすぐ知らせよ」と告示していた。 

（なんだ！これは奴隷扱いではないか！薩摩藩士と親しくなると住民までが工事に取り込まれるという幕

府の意図だったが、出先の下級役人がかく振舞ったとも言われているようだ） 

それでも、薩摩藩士はこれに耐え、1755 年 5 月 23 日、都合 16 ケ月でこの一大難工事を完了し幕府の検査

も全て終了した。死病者 84 名（切腹自害者 51、病死者 33）費用 40 万両という大きな犠牲であった。 

5 月 24 日、総奉行平田靭負は工事完了を国家老と松平薩摩守に書面にしたため、5月 25 日、早朝、東天の

日の出を拝し、西に向かって主家の安泰を祈り、理不尽な幕府に対する抗議と大幅な予算超過の責任をと

って自害した。 
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“住みなれし 里も今更 名残にて 立ちぞわづろう 美濃の大牧”（美濃大牧の本部小屋で割腹自殺） 

＊ 幕府は「工事で死亡したものの葬儀・埋葬は日中はしてはな 

らない」などときつい命令を出していたため寺は幕府を憚り埋葬

を引き受けるところはなかったが「海蔵寺」の十二世雲峰珍龍大

和尚は「死者を弔うは僧侶のつとめ」と快諾、手厚く埋葬した。 

割腹自害した平田靭負の遺体は京都伏見の大黒寺へ運ばれるのだ

が、途中、部下の眠る海蔵寺に立ち寄った。海蔵寺の十二世 

雲峰珍龍大和尚は「遺骸のまま京へお送りするにしのびない、        

拙僧が読経回向して旅立っていただこう」と懇ろに弔われたという。＜中央は千本松原、右揖斐川、 

今桑名の｢海蔵寺｣には「平田靭負ほか 2４人」の霊が「薩摩義士」    左長良川、木曽川は更に左＞ 

として祀られている。 （「挑戦！中山道・６９次―その３」では吾が下総の義民・佐倉宗五郎に触れたが

今回は薩摩義士だ。先の東海道ウオークの時、この寺に参拝、義挙に頭を下げた） 

この薩摩義士の尊い犠牲は藩内の反応に配慮して本国・薩摩にはあまり知らされなかったようだが、この

恩恵に預かっている美濃の人達には感謝され続け、1900 年には「宝暦治水碑」が建立され 1938 年には 

平田靭負ほか 85 名の薩摩藩士殉職者を祭神とする「治水神社」が最も難工事（四の工事）だった岐阜県海

津町油島の長良・揖斐両川を仕切る堤防・千本松原の南端に建立された。 

今でも岐阜県と鹿児島県の交流は続いていると言う。 

この工事の凡そ百年後に徳川幕府は薩摩・長州を主体とする倒幕運動によって崩壊した。 

 

本論に戻り、輪中について若干補足する。 

関東の輪中は「中川低地」に出来ている。凡そ 6000 年前の縄文時代の温暖な時期には東京湾は

ぐっと内陸まではいりこんでいたが、その後の冷涼期には海岸線は後退、その後に多くの大小河

川、沼沢地、湖沼地が残った。河川の氾濫が繰り返されるにつれて、その度に自然堤防と後背湿

地を形成した結果、次第に輪中状の自然堤防が発達し、そこに集落が生まれるようになったとい

う。明治初期の地図を見てもこの地域には平沼村、長沼村、皿沼村など、沼の付く場所が多い。 

春日部市赤沼もその一例。赤沼は北西から南東に庄内古川があり、西側には古利根川が流れてい

る。両川が造る自然堤防の上に幾つかの集落が出来ていて、この姿は今も変わらない。 

小生がかって昔、１～２米の高いところに家を建て、軒下に舟を吊るしている光景に出会ったの

は、これであったのだ。 

冒頭に、輪中を単に堤防に囲われた物理的空間としてだけでなく、其処に生まれた社会的文化、

習慣などに注目するという側面にふれたが、「輪中が水害から自分を守るためその中の結束は固

くなるが他の輪中の人に対しては冷ややか」、という「排他性を齎し輪中根性」という言葉が生

れたと言うが、小生、美濃、岐阜育ちの知人を持たないので何ともいえない。 

強いて言えば、岐阜県の県民性を表している面はあるかも知れない。（余計なことは差し控える） 

９）昼飯（ひるい）奇妙な名前だがその由来は見逃せないか 

松尾の腸は益々活発になったらしく、遂に民家の戸を叩き、「用」をさせて貰った。 
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「昼飯・ひるい」という地名由来の説明板の少し手前。街道筋の人達はみんな親切だ。 

看板によれば「むかし、善光寺如来という仏像が、

難波の海から拾い上げられ長野の善光寺に納めら

れることになった。その仏像を運ぶ人々が青墓の

近くまで来た時は５月下旬でした。・・一行は小さ

な池のそばでゆっくり休み、此処で昼食をとりま

した。そこからこの付近を「昼飯・ひるめし」と

呼ぶようになりました。 

しかし、その呼び名が下品であるというので、そ

＜昼飯の如来寺、善光寺の分身仏が本尊＞ の後「飯」の字を「いい」と音読みにして「ひるい

い」と呼ばれるようになり、「いい」は発音しにくいため「ひるい」となった」（大垣市立青墓小

学校）という平易な説明である。 

（＊しかし、もう少し詮索したくなった。日本書紀、伊呂波字類抄、善光寺縁起 などからの孫引きで要

領を得ないかも知れないが、記述する。（先の東海道五十三次漫遊録・４１Pにも書いたが） 

日本への仏教伝来は欽明天皇１３（５５２）年（538 年という説もあるが）に百済の聖明王が幾らかの仏

典と１体の仏像を送ってきたことに始まる。しかし、当時は物部尾輿と蘇我稲目が覇を競っており、仏教

を取り入れるべきだとする蘇我稲目に対し、物部御輿は朝廷の神事を司っている立場から、仏教の導入に

強く反対した。 

欽明天皇はやむなく蘇我稲目に対し「屋敷に持ち帰って安置」しておくように決めた。 

稲目は仏像・如来を我が家に持ち帰り、やがてこの「向原の家」を寺に改め、毎日、奉拝した。 

これがわが国最初の仏教寺院、「向原寺・むくはらじ」である。 

ところが、その後間もなく、疫病が蔓延し、物部氏は「外国の神を拝んだため、日本の神々がお怒りにな

ったのだ」といって、蘇我稲目の屋敷を襲撃し、仏像を奪い、これを焼き捨てようとした。しかし、不思

議なことに火に投じても仏像は焼けなかった。物部尾輿は「火で駄目なら水で」とその仏像を難波の堀江

に放りこんでしまった。 

物部と蘇我の争いはその子供達、物部守屋と曽我馬子に引き継がれ、587 年、物部守屋は馬子によって遂

に滅ぼされた。馬子は父の志をつぎ篤く佛法を信仰し、聖徳太子とともに仏教を奨励した。 

日本の朝廷に仏教が伝わって丁度５０年後、推古 10 年(602)、朝鮮からの渡来人で麻の栽培に長けた信濃

国麻績郷（現在の飯田市座光寺）の若麻績・わかおみ（本田）善光が国司のお供で都に参上した帰路、た

またまこの難波の堀江に差しかかると「善光 善光」と呼びかける声があり、驚きおののく善光の前に、

水中から燦然と輝く尊像（一光三尊の善光寺如来）が現れた。 

如来は善光に対し「多くの衆生を救うため善光とともに東国へ下りたい」と告げた。 

善光は歓喜して礼拝し、如来を背負って信濃の国・飯田の我が家に帰った。 

善光は如来仏を家のひさしの臼の上に安置し、拝んでいたが、やがて、お堂を建てて其処に移した。 

ところが夜が明けてみると如来仏はもとの臼の上に戻っており、「たとえ金銀宝石で飾り立てたお堂であろ

うとも念仏の声のないところにしばしも住むことはできない。念仏の声するところが我が住み家である」
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と仰せられた。 

善光はその後 40 年、臼の上の如来を拝み続けたが、ある夜、如来が善光の夢枕に立ち、「水内郡芋井・み

ずちごおりいもい」の郷（現在の長野市）へ移りたいと申された。 

時に皇極元年（642 年）如来は現在地へ遷座。白雉 5年（654 年）から絶対秘仏である。 

 

（＊これらは主として 768 年の善光寺の「古縁起」に書かれている。768 年前後は称徳天皇の下で仏教振

興策がとられており、既存の寺院の把握も行われていたことから、若麻績善光の説話は全くの創作ではな

く、古縁起のモデルとなった伝承が存在したと考えられると言われている） 

（＊善光が持ち帰って 40 年間も臼の上に安置し、如来が光を発していたという最初の場所は「坐光寺」と

呼ばれ、後に「元善光寺」と呼ばれるようになって今日に至る） 

（＊吾らが拝んだ昼飯（ひるい）の「如来寺」は正式には「花岡山阿弥陀如来寺」といい、1190 年に僧の

定専が、善光寺如来が信濃に向かう途次、此処で昼飯の供養をしたことから花岡山の上に三尊仏を安置し、

名を如来寺としたことが起源という。本尊は長野善光寺の三尊仏の尊影を模刻した仏像であることから、

善光寺式阿弥陀三尊仏と呼ばれるもので、善光寺の分身仏としては日本最初なので、特に「一体分身の如

来」と言われるようだ。） 

 

＊ あれこれ詮索しているうちに、様々な話の積み重ねから、「善光も如来」も東山道を通り、昼飯の 

供養にあずかったかも知れない、と“まことしやかに”聞こえるようになってきてしまった。 

説話を頭から否定するよりも“あったかもしれない”と思う方が、何だか人間的に思えてくる） 

 

１０）小栗判官と照手姫（史実と脚色） 

東海道、藤沢の時宗総本山遊行寺には小栗判官（満重）と照手 
姫の墓があるというが、我等はよらなかった。それより身寄りの

ない遊女の墓が「小松屋」の当主の墓を囲んで３９基もあるとい

う話に惹かれた記憶がある。 
「小栗判官満重は常陸国小栗藩１４代藩主で 1415 年、足利持氏

に背いて反乱、相模国の郡代・横山大膳の館に身を寄せるが大膳＜照手姫水汲みの井戸入り口＞ 
は娘・照手姫に命じて判官ほか１０人を毒殺させようとする」（このあたりまでは史実か？） 
これから先の物語り（説教節や浄瑠璃で語られる）はフイクションであろう。 
＊判官は殺される、照手姫は悲嘆にくれて家を出て，放浪の旅の末、青墓の長者のところまで売られてき

た。長者はその美貌で客を取らせようとするが照手姫はどうしても従わない。怒った長者は一度に百頭の

馬に餌をやれとか、篭で水を汲めなどと無理難題を言いつけた。 

此処にある「照手姫水汲みの井戸」がそれだが哀れな痕跡を残すのみだ。  

毒殺された小栗判官は藤沢の時宗総本山・遊行寺の天空上人の手（閻魔大王の手で、というのもある）で 

助けられ、地車に乗せられて東海道を西へ、青墓宿まで運ばれる。 

偶然、照手姫と出会うが、二人は互いに気付かず、近江路を西へ。病状は悪化するが上人や照手姫、その
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他多くの人達の助けで漸く熊野までたどりつき、温泉の薬効でつい

に病気に打ち勝つ。 

復活した小栗判官は新たに常陸の領地を与えられ、判官の地位も授け 

られる。 

小栗は悪党・横山を討ち果たし、さらに美濃の青墓で照手姫を見つけ出

し、晴れて夫婦となる。 

「後に照手姫は長生尼となり、判官の霊を護った」と藤沢の遊行寺には

伝わる。 

＜遊行寺の照手姫の墓、転載＞  中山道・柏原宿には「照手姫地蔵」があり、これとほぼ同じ言い伝え

が残っているし、熊野の「湯の峰温泉」にも、勿論、藤沢にもある。 

これは、鎌倉時代に入り、京都と関東の交流が盛んになり、また貧富の差が拡大して、地方で売られた娘

が人買いなどの手で東海道沿線に連れて来られた、哀れな境遇の女性に対し、同情の気持ちから、このよ

うな話に発展して行ったのではなかろうか。 

 
１１）青墓（おおはか）、白拍子・乙前（おとまえ）、梁塵秘抄・今様、ほか 
鈴木克ちゃんが盛んに「青墓は白拍子の里と言われる」と強調した。 
しかし今、この地には僅かに２～３の寺院があるのみで、遺跡や構築物、町の風情にも、それを

感じさせるものはない。この松尾のカメラが捉えた

数少ない神社（白髭神社）の北側に「円興寺・国宝

観世音菩薩」があるという石碑

があったが寄らなかった。 
何もない田圃の傍らに「中山道 

青墓宿」とある。（東山道が正し

いのだろうが）かって、青墓に

は「東山道」の宿駅があり、遊

女（あそび）傀儡（くぐつ）、白

拍子（しらびょうし）が沢山いて、＜中山道・青墓宿＞   ＜史跡の里 青墓町、白髭神社＞ 
（＊ほぼ同義だが、「遊女」は都より西の水上交通の要所での芸妓や今様の歌い人、「傀儡」は京

より東の陸上交通の要所を本拠とした芸妓、「白拍子」は直垂、立烏帽子に白鞘巻の刀を差すな

どの男装で歌いながら舞う遊女をいう）旅人をもてなし、その様子は都にも聞こえていた。その

なかには「今様の歌い手」として名の聞こえた芸妓が何人もいた。 
律令時代から、この地には美濃国府があり、美濃国分寺、国分尼寺、西には美濃国一宮の「南宮

大社」、関が原には「不破の関」があり、地理的にも東西南北に主要な幹線が合流し、人的、経

済的、あるいは文化・技術の往来はこの地を全国に知らしめた。眼に見えるものはなくても、こ

の地には深い歴史、文化が蔵されているようだ。 
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＊青墓とは？アオハカではなくオオハカである。 
「青墓」の隣には「青野が原」という地区があるが両者は無関係のようで、実は原ポリネシア語の「A－

OHA－KA」、「社会の弱者にやさしい集落」という意味だという、途轍もない説に出会った。しかし？？ 

この近くにある大塚古墳（「昼飯大塚古墳」は岐阜県下最大の前

方後円墳で長さ 150 米、後円直径 96 米、高さ 13 米・・、1600

年前、古墳時代前期・4 世紀後半に造られ、被葬者はこの地方の

大首長の一人と推定されている。この大塚古墳の周辺には二つ塚

古墳、車塚古墳、長塚古墳など多くの古墳がある）に関係するの

ではないか。漢字では「王墓・おおはか」、もしくは「大墓・お

おはか」が地名となったのではないか。確かにアオハカではな 

＜美濃・国分寺跡、広大な寺域を思わせる＞ くオオハカと言うから，これを採りたい。（語源俗解かなあ？） 

 

＊ 乙前（おとまえ）ほかの傀儡、都からの客人を如何にもてなしたであろうか。 
奈良や京の都からの旅人は東山道を東へ下り「不破の関」を越えた辺りから広々と広がる美濃の平野を見

下ろし、「青墓の里」へ歩みを進める。 

高い教養、知識、風流を備えた都からの客人（朝廷の貴人や官吏たち）をもてなすには、迎える側にも都

風の教養を備え、漢詩、和歌をたしなみ、謡い、琴、笛、琵琶などを交えながら舞い、歌って、客人（ま

ろうど）を癒す嗜みが求められたであろう。 

酒宴が進めば心ほぐれて、梁塵秘抄にいう「今様」の「雑」の歌など（後述）を交わし賑やかに一夜を過

ごす。そんな大切な役割を担ったのが「遊女・あそび」であり、傀儡女（くぐつ）、白拍子であったのだ。

（彼女達には深い教養、技芸が備わっており、所謂、街道の「飯盛り女」とは違っていたようだ。ただ、

その生まれや育ちは似たようなものではなかったか） 

この青墓の地で彼女達が何代にも亘って歌い、磨き上げてきたものは都に届き、後白河上皇が集大成した

今様・梁塵秘抄の１部をなしていると言えそうだ。 

確かに、この青墓の宿には、今様の上手な歌い手として「乙前」のほか「さはのあこ丸」や「延寿」など

の名が伝えられている。そして、都にも召されていったようだ。 

 

その代表が「乙前」である。彼女が都に上った経緯については諸説あるが、その一つによれば： 

「西行の祖父にあたる今様の名手・監物源清経は尾張国に下向した折りに泊まった「青墓の宿」で当時、

１２～３才だった「乙前」に出会い、その声の美しさに、将来、大成するだろうと京へつれて帰る。乙前

は京で修行を重ね（歌の名人、目井（めい）に養われ）、辺りに聞こえるような名手となった。 

今様に熱中し、仏教の教えを行うことと「今様」を歌うこととは根本で同じだと信じていた「後白河院」

はどうしても「乙前」の歌が聞きたいと懇望し、「信西入道」が何度も口説いた。 

その時、「乙前」は既に７０歳、「今様を歌わなくなって、随分経ちますし、もうみんな忘れてしまいまし

た。それに、こんな年老いた姿では、・・」と拒み続けたが、遂にその熱意に負け御前に赴き、今様の話を

し歌い交わすうちに朝を迎えるほどで、後白河院は一夜にして「乙前」の弟子となった。 
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「乙前」が８４歳で逝去するまでず～っと師事し、死後も「乙前」の１周忌の追善法要はもとより経を上

げ、乙前の好んだ今様を歌い、その後も乙前の命日には今様を歌って後生を弔ったという。後白河院は心

から、「乙前と乙前の今様」に敬意を表し続けたと言えそうだ。 

＊梁塵秘抄・今様の集大成・後白河上皇（これは奥が深すぎて手に負えないなあ） 
（鈴木克ちゃんの「白拍子の里」に触発されて、こんなに深入りしてしまったではないか！） 
平安から鎌倉へ、公家から武家へ時代は大きく変わろうとしていた。保元、平治の乱、源平の争い、仏教

に言う「末法の時代」、世情は実に不安定だった。 

朝廷の振る舞いも然り。第７２代、白河天皇に始まる院政（＊天皇在位 1072～1086 の 14 年、その後、３

代・43 年に及ぶ院政）は鎌倉中期第９１代、後宇多天皇に至る２００年余に及ぶが、院政という方式はあ

まり評価に値しないように思え、今もあまり好ましくないニュウアンスで使われている。 

此処に登場願う第７７代、後白河天皇の如きは天皇在位 3 年、あとは上皇・法皇、５代３４年である。 

このお方が残したものが「今様」の集大成「梁塵秘抄」である。 

「今様」とは「現代風、現代的」と言う意味で、当時の「現代流行歌、はやり歌」ということである。 

平安時代の中期から末期までの凡そ２００年、朝廷、公家文化のもとで栄え、鎌倉時代の武士の時代には

姿を消して行ったようだ。（何だか時代の末期、退廃的とは言わないが、時代の変わり目、徳川末期にも似

た現象が起こったように思える） 

「梁塵秘抄」とは、中国の故事からとり「百年も梁に積もったチリさえ動くと言うほど心を揺さぶられる

歌」という意味だそうだ（昔の人達は実に学が深い） 

これは後白河上皇の編・著で「梁塵秘抄十巻・今様の歌詞と楽譜集」と「梁塵秘抄口伝集・歌唱法」十巻、

平治元年(１１６９年)頃成立したようだが、現存するものは梁塵秘抄の巻１の１部と口伝集巻１の１部だけ

という。     

集められている歌詞は５６６首（重複もあり５６０）で、

長歌、古柳、今様、法文歌・ほうもんうた（仏教賛歌）、

四句神歌・しくのかみうた（神と仏が一緒と言う本地垂

迹、神仏習合の思想の下での宗教歌、雑の部は一番平易

で親しまれている）二句神歌・にくのかみうた、などで

ある。例えば： 

法文歌：佛は常に いませども 現（うつつ）ならぬぞ 

  あはれなる 人の音せぬ暁に ほのかに夢に 

  見え給ふ                                      ＜京都・東山、永観堂の今様の碑、転載＞ 

雑の部：遊びをせんとや 生まれけむ 戯れせんとや生まれけん 遊ぶ子供の声きけば わが身さへこそ 

動かるれ(３５９番) 

誰が作詞したかは殆どわからないようだ。木曾節、安曇節、・・と同じだ。遊女や傀儡、白拍子の作もある 

のでは、と言われている。僅かだが著名な歌人の和歌もとり入ている。 

例えば：大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみも見ず 天の橋立 （小式部内侍・和泉式部の娘） 

歌詞は７，５，７，５、・・・・４回の４８文字が基本で、時には５，８、・・もある。 
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＊今様の旋律（メロデイー）はどうだったか？  
後白河は「口伝集」の末尾に「大体のところ 漢詩を作り、和歌を詠み、書道に勤しむ人達は それらを

書きとめておけば 後の世までもその評価は衰えることはない。声を出しての技の悲しいことと言えば 

我が身がなくなりし後は 私の声の技もこの世に留まり残ることがない事である・・そこで後世の人々は

この口伝集を見ればよいと思い、いまだこの世にない今様の口伝集を作り残しておくことにしたのだ・・」 

と書き残しているそうだ。 

しかし、後白河の願いもむなしく、「今様」がどんな調べで歌われたか、を知る手がかりが失われてしまっ

ている。 

雅楽には調べがあって歌詞がない、今様には歌詞はあれども旋律が残っていないと言うことのようだ。 

そこで、雅楽で舞がなくなっている代表的な「越天（殿）楽」に「今様の歌詞」を結びつけた「越天楽今

様」というものが生まれた。あちこちに伝わり、九州に伝わったのが｢筑前今様｣で、これが「黒田節」に

なったと言う話だ。  

旋律、メロデイーは地域を越え、時代を超えて響きあい、影響しあって、

何処までも繋がってゆくもののようだ。 

例えば、現代版、「越天楽今様」の近衛秀麿による管弦楽編曲版はストコ

フスキーによって度々取り上げられたし、松平頼則の「盤渉調越天楽の主

題によるピアノと管弦楽のための主題と変奏」はカラヤンの指揮のもとで

演奏されるなど世界的に評価されているという。「荒城の月」や「吾は海の

子」にも、その響きは繋がっているそうだ。 

 

＊ ああ、もうこうなると、門外漢が門の遥か外からホザイても、到底及 

ぶわけがない。音楽に造詣の深い恭兄夫妻や同じ山欽ゼミの森一君 

（R 組ヤマハ入社、雅楽 NPO 監事、）にでも教えてもらうとするか。    ＜雅楽・越殿楽の楽譜？＞ 

右上は越天楽の調べ（歌い方）を記したもので、「チラロルロ・タアルラア・～」は、いわばメロデイ。洋楽

の「ドレミ・・」と同じで、口伝の時はこの文字を使って歌う。 

音程はメロデイの左側にある「六、四、エ・・」が音を表し、洋楽で言う「CDE・・」にあたる。 

演奏上の記号は行の下にあり「返二」は２回、３行目の頭、「頭重」は「この行が終わったら最初に戻って、

この記号の直前までもう一度」ということで、つまり、この「越殿楽」の場合はたった３行しか楽譜はな

いものの実際は１０行分演奏することになるのだそうだ。 

（ああ、頭が痛くなったぞ！、ついでに、もう一つ） 

洋楽の音と雅楽の音の対象表は次ページの通り。 

１オクターブ中に１２音あるのは洋楽も雅楽も同じ。雅楽の読み方は左から「イチコツ、タンギン、ヒョ

ウジョウ、ショウゼツ、シモム、ソウジョウ、フショウ、オウシキ、ランケイ、バンシキ、シンセン、カ

ミム、イチコツ」（ああア、こんなことを書いて何になる？？） 

「五線紙にオタマジャクシ」が如何に上手い表現の手法であったかを痛感する。文明の発達、継承とは、

このようなツールに支えられているのだ。 
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ただ、その奥義、音の深み、響き、艶、輝

き・・、などは、譜面だけからは伝わらな

い。 

そこに「口伝」、「寫瓶」が存在する。今様

などは、その一つであったか？ 

（空海が恵果から受け継いだ密教の奥義

などは、まさに「口移し」によるものだっ

た） 

＜洋楽と雅楽の音、バイオリン・篳篥・龍笛・笙の対照表＞ 音楽の音痴が饒舌に過ぎたので締めくくり

に）兼好法師(1238 頃～1352)の登場を願おうか。 

兼好法師は徒然草１４段に「梁塵秘抄の郢曲(えいきょく・流行の謡いもの)の言葉こそまたあわれなること

多かめれ」（これは読んでも面白い）また昔に人はただいかに言い捨てたることぐさも皆いみじく聞こゆる

にや」と述べている。メロデイがなくても言葉として立派に意味があると言うのだ。 

そうだ、そうだ。今様、はやり歌でも、その背後にある思想、哲学、は深く、教えられるものがある！ 

＜垂井に向けて急がねば・・、道草が長すぎた。日が暮れてしまう。申し訳ない。＞ 
 
１２）（治郎についで）寛ちゃんも 
（勝手な寄り道をしているうちに）松尾の腸はさらに活発に動き出した。 
中山道と県道との交差点に来た時、松尾が目ざとくコンビニを見つけ「あそこでタクシーを呼ん

でもらう」と宣言。こうなったら「一人で大丈夫か？気をつけろよ」と言うしかない。 
何だか４年前、東海道の初日、東神奈川の辺りで、「治郎と寛二が電車で、横浜駅近くの反省会

会場へ高飛びした」ことを思い出した。残されたのは恭リーダー、鈴木克ちゃんと３人だけ。 
 
１３）「亀」は駄目で「つる」へ、 「つるや」は何処だ？ 
恭リーダーは垂井宿きっての老舗旅籠「亀丸屋」にトライしたが、どうも反応が鈍く頼りない。 
電話口に出てきたご老人は歓迎のそぶりもなく、“3 人までなら・・”なんて言っていたようだ。 
当方は堂々と 5 人、諦めて、今度は「つるや」にコンタクト。 
若々しい声の女将は喜んで引き受けてくれたようだ。（トイレの

様式を聞いたかどうかは不明） 
垂井宿は古くから美濃国の国府の所在地、美濃路との分岐点でも

あり、近江から関が原を超え、大垣を経て、宮（熱田）を通り東

海道に出るこの道筋は鎌倉時代などは大いに賑わったようだ。 
「垂井」の地名は「此処から湧き出す泉」から来ている。 ＜玉泉禅寺にある垂井の泉・転載＞ 
綺麗な泉が今も湧き出しているが、街道から少し逸れるので我等は素通りした。 
垂井宿の入り口で「つるや」を聞いた。ズボンなどをぶら下げた町の洋服屋のお兄ちゃんは「今

もやっていますか？角を右に曲がって 200 米ばかり先の右側ですよ」と教えてくれた。 
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遂に来たか！治郎、寛二は無事到着しているか？賢明な御仁達よ。 
恭リーダーが“「南宮大社」によって行く？街道から１Km ほど西に入ったところだよ”と。 
恭々しく遥拝することでお許し願った。     

街道を跨ぐ鳥居には「正一位中山金山彦大神」とある。 
鉱山を司る珍しい神で創建は崇神天皇の御代、全国からの

崇拝を集めてきたという。この垂井、赤坂の地が往古から

鉄などを産していたことに関係していようか。 
それにしても「正一位・・」を掲げているところは面白い。 
神様にも勿論「位」はあるが、この神様の昇進は早い？ 

＜南宮大社・一の鳥居＞    承和３（836）年従五位下・・、貞観１５（873）年正二

位、康平５(1062) 年「正一位」である。人気上昇のトレンドと符合しているか？ 
それにしても、200 米先の「つるや」は現れない。 
きょろきょろしながら、とうとう宿場（本陣 1、脇 1、旅籠１６（江戸末期は４５）、全長 7～800
米）の西の果てまで来てしまった。 
確かに途中、「つるや」という小さな看板が街道の「左側」に出てはいたが・・。 
もどる、もどる。カギ型に曲がった通りを只管もどる。 
先ほどの看板の反対側に、間口２間、通りから引っ込んだ構えで「つるや」はあった。 
反対側の看板は駐車場への目印だった。ああ、また歩数を稼いじゃった。 
２階に３部屋、治郎と寛二は「疲れなど何処へやら？」、今や遅しと待っていた。 
午後 6 時 19 分だから「今や遅し」か。 
 
１４）教えられること、学ぶこと多し。鳥はどうして魚を頭の方から飲み込むのか？？ 

 
旅籠ではしばしばこの種の教訓に

お眼にかかるが「つるや」さんでは

トイレ、廊下にと賑やかだ。 
まあ、和風トイレではゆっくり学ぶ

わけにも行かず、松尾のカメラのお

世話になる。 
「氣はながく 心はまるく 腹た

てず 口つつしめば 命ながゝれ」 
＜幸福の道・氣 心 腹  口 命・服用したいものです＞ 松尾が小まめに何枚も写してくれて

いる。無言のアドバイスか？ 
気が利いている、有難うよ。「此の通り実行すれば必ず幸福になり子孫も良くなります」と書い

てある。せめて半分なりとも実行できるように心がけるか。 
ついでに、あと２～３紹介させてもらおうか。 
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＜女の一生・いぶし銀のように美しい百歳へ＞    ＜少車多歩・我等は実行中です＞ 
 
終わりに、オーション会・自由研究問題： 
“鳥はどうして魚を頭の方から飲み込むのか？” 

「五体不満足」が課題提出。 
T 君：それは鰓が引っかかるからじゃない！？ 
出題者：だからどうしてどの鳥も間違いなく、巧みに 

 咥えなおして、頭の方から飲み込むのか？ 
M 君：それはだなあ、尻尾の方から飲み込んでいた 

 鳥はみんな死んじゃって、頭のほうから飲み込 
んでいたものだけが生き残ったんだ。今の鳥は 

 みんなその DNA を受け継いでいる。 
＜かわせみ、今は横に咥えている＞ ？君：それは鳥に聞かなきゃ解からないよ！ 

                   出題者：何だか落語の「笑点」みたいな迷答だ・・、 
これは次回までの宿題、鳥類学部門？の N 賞・受賞を目指して。 
 
[４] ２０１２年５月２０日（日）曇 垂井宿 関が原宿 今須宿 柏原宿 醒ケ井宿 番場宿 
佐薙、鈴木、高崎、松尾、石和田 距離２３Km 時間７H３０M（６H２０M）歩数３５５００ 
７：４０「つるや」発 旅籠亀丸屋 本陣、脇本陣跡、本龍寺 西の見附跡 
８：４０ 垂井の一里塚 野上の松並木 徳川家康最初陣地・桃配り山 
９：５０ 関が原宿 伊勢街道の道標 関が原宿の脇本陣跡 （関が原合戦場）不破関跡  

１０：１５ 常盤御前の墓 
１１：００ 今須宿 車返しの坂 寝物語の里（美濃/近江の国境） 
１２：００～１２：１５ 柏原宿・小休止 軽昼食 
１４：００ 醒井宿 
１５：１５ 番場宿 タクシーで米原駅 １５：４０新幹線にて帰宅（旭天鵬・平幕優勝）
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１）愈々正念場の関が原、不破の関へ 
＊治郎も寛二も一段と元気、昨日は過去だ。これが傘寿まで生きて来たベテランの真価か。 

吾ら５人が横に並ぶと、はみ出してしまうほど、謙虚な「つ

るや」の玄関口。 
昨日、見失ったのも無理はないか？ 
細やかな「もてなし」の女将さん、

ありがとう。 
恭リーダーが選ぶ宿泊処の対応は

夫々に抜群だ。一つも外れた覚えが

ない。 
「トイレは電話でも話したとお 

＜つるや・玄関、入口は克ちゃ               り水洗じゃありませよ」といきな 
 んが両手を広げると届く範囲＞ ＜明るい応対の女将＞り念を押された和田峠を含めて、です。 
＊「つるや」を出て７～８０米先の｢枡形｣の角に例の「亀丸屋」があった。 
「亀丸屋・西村家」は垂井宿でなお営業を続けてい

る旅籠・２７軒の唯一の現役？である。 
１７７７年に建てた建物で今も頑張っているが、 
この建物の左側面には「鉄砲窓」が残っている。 
吾らが泊まれなかったから言うわけではないが、何

だか、遺跡 のような感じで、お目にかかれなかっ

た古老の主？共々、骨董価値で勝負か？と想像して

しまう。 
 ＜亀丸屋旅館・泊まりたくもあり・・＞ 
＊ 「不破の関」まで、あと４０分ほどと思しきところにコンビニがあり、小休止。 
携行する昼食とドリンクを買ったついでにカウンターのお嬢さんに“不破の関までこの道を、あ

とどのくらいですか？”と聞いてしまった。？？？。ああ、よせばよかった！ 
治郎が“腹を立てちゃ駄目だよ”と諭してくれたが、落胆の程はいかほどか! この年寄りの。 
「関が原」、「不破の関」は当地の売りもの、ではないの。店長、店長！中年の叔父さんが出てき

て、説明してくれた。パンフレットも貰った。 
街道歩きで吾らが学んだものは「吾らの関心事・古い街道、お寺、神社・・」をお嬢さんに尋ね

ても駄目だ！と言うことだったではないか。 
ああ、何と言うこの隔絶感！ 
＊ 「関が原」、天下分け目の合戦について、あれこれ言う気持ちなど起らない。 
ただ、街道のあちこちには「徳川家康最初の陣地」｢福島正則｣だ「大谷吉継」などと覚えのある

武将名の表示や立て札、石碑が林立？している。（何だかアメリカ・ペンシルバニヤ州、南北戦

争の激戦地・ゲテイスバーグの原野を思い出した。あちらは 150 年前、こちらは 400 年だが）
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「関が原の合戦」で小生が思ったのは「確かに天下分け目の戦だったが、戦ったのは徳川と豊臣

ではなく、豊臣の内部での戦い、家康の知略と情報戦（豊臣方の武将を口説くためのダイレクト

メールの何と多いことか）・・」てなことである。 
＊ それより、中山道を遥々やってきた１つの楽しみは律令制時代の「不破の関」、その場所に 
立ちたいと言うことだった。今、其処に立って居る。 
不破の関、関が原地域は歴史上天下をわける 2 つ 
の大きな戦の場となった。 
６７２年の「壬申の乱」と１６００年の「関が原合

戦」である。 
前者・、「壬申の乱」について少し触れる。 
（どうしても小生は天智、天武の時代に惹かれる。それ

は、この７世紀後半から８世紀の初めが「大化の改新」、

「律令制度の確立」など,今日に尚続く日本国の骨格構築

の時期と考えるからだ）               ＜不破の関守館の前・1200 年余を遡る＞ 
「壬申の乱」は言うまでもなく、皇位の争いだ。藤原鎌足と組んで蘇我氏を滅ぼし、画期的な改革となっ

た「大化の改新」を成し遂げた中大兄皇子・天智天皇（近江に都を遷した天皇）にはなかなか子供が生ま

れないので,弟の大海人皇子を後継としたが、後に実子・大友皇子が誕生。大海人皇子は（諦めてと見せて

か）吉野に隠遁。しかし６７１年、天智天皇が崩御すると見るや直ちに、美濃を経て近江の都に攻め上ら

んと兵を起こした。６７２年のことである。 

東から大海人皇子、西から大友皇子が攻めのぼり一大合戦となったのが,この不破の地であり、大友皇子側

は不破の西側を流れる「藤古川」を越えられず敗退、後退を続け、１ケ月の戦いで遂に大海人皇子側に近

江・瀬田の橋を越えられて決着、大友皇子は自害。大海人皇子は都を再び飛鳥の浄御原に遷し、天武天皇

として即位。（天皇位の争奪について、小生は大友皇子にいささか同情する。大友皇子は後に第 39 代「弘

文天皇」と諡号（おくりな）され、在位期間のない天皇？として存在している）天武天皇は皇后（後の持

統天皇）と共に律令制の導入、確立には貢献した。 

この、国の方向を整える端緒と位置ずけられる「壬申の乱」がこの地で始まったと言うわけだ。 

此処には「黒血川」なる「耳目」を叛けたくなるような名前の川がある。「壬申の乱」の戦に由来すると言

う。 

＊「壬申の乱」の後、里人は、川の東側の松尾地区に天武天皇（大海人皇子）を奉った井上神社を、川の

西側、藤下・山中地区には、弘文天皇（大友皇子）を若宮神社に奉っている。 

＊この乱のあと、「不破道」の重要性から此処に「関」が設置された。701 年の大宝令の中に、東海道の伊

勢鈴鹿関、北陸道の越前愛発（あらち）関と共に東山道の美濃不破の関(藤古川の左岸・東側の要害の地)

として定められた。 

世に言う「三関・さんかん」であるが、延暦 8 年（789）三関は突如として停廃され、「関守」が置かれた。 

「三関」は国家の非常事態に備えるものであったが、世も平和になり、費用も嵩むという事かららしい。

しかし天皇の崩御や重大事件の際には関所を固める「固関使」が派遣され,この制度は儀式化されながらも



 
 
 

 32

江戸時代初期まで続いたという。 

 
２）源義経、平泉への都落ちに心を寄せる母、常盤御前 
「不破の関」を下り、藤古川を越えると間もなくの「山中の部落」に「常盤御前の墓」がある。 

常盤は都の 1000 人の中から選ばれた美貌の持ち主で１６

歳にして源氏の棟梁、源義朝の側室となり、今若、乙若、

牛若（義経）の３児をもうける。 
ところが平治の乱(1159 年)
で義朝が清盛に破れ、討ち取

られて（東国へ落ちのびる 
途中、尾張の野間で長田忠致

＜常盤御前の墓、宝篋印塔や五 の謀略に斃れて）しまう。 
輪の塔が立ち並ぶなかの１つ＞ 
その後の常盤は流亡の道をたどるが＜今須峠の手前の常盤地蔵＞、清盛に３人の男児と共に命を 
助けられ、暫時、清盛の妾となり、一女（廊御方・おろんおかた、これまた絶世の美女）を生み、

さらに 1162 年ごろには一条長成に嫁して１児、1 女をもうけたといわれる。 
しかし、武勲を立てた義経が異母兄の頼朝と対立し、平泉へ都落ちした後の 1186 年 6 月、常盤

は京都で鎌倉勢に捕らえられている。その後の常盤に関する記録はないそうだ。 
この、「常盤の墓」には、「常盤が、平泉に落ちてゆく義経はきっとこの地を通るに違いないと待

っていたところをこの地で病に倒れ、土賊に襲われて、命を落とした」とある。 
また、今須峠への登り坂の途中にあったこの「常盤地蔵」にも似たことが書いてあり、「常盤」

の過酷な運命に対するこの地の人々の情が込められているようだ。 
 
３）２国を跨ぐ、３国一のいい男。 
尾張国の生まれ育ちの鈴木克ちゃんが、美濃、近江の２国を従えている。 
（信長も秀吉も道三もこうしたかったのだろうな） 
克ちゃんが跨いでいる右は岐阜（美濃）、左足側は滋賀（近江）である。 
この写真の反対側には、この細い溝を挟んで人家

があり、「寝物語の里」という看板もあった。 
壁一つ、襖１枚で、隣の声が良く聞こえるという

ことであろう。 
国境も今の県境も一跨ぎ、良くあることだが、さ

て、言葉、文化、習慣などはどうだろう。    
北の国、津軽藩と南部藩、ほんの手を伸ばせば届     ＜岐阜県と滋賀県＞ 
く距離なのに、その隔たりは大きなものだったと 
聞いたことがあるが・・。         ＜２国を股に尾張の御仁＞ 
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何が違うか？？国境を過ぎたら急に家々の壁や玄関、窓枠などが赤茶けたベンガラで塗られて 
いるのが目立つようになった。 
北陸暮らしの松尾によれば、これは近江から越前の辺りに多いという。北陸文化かな。 
（＊この国境を渡る直前に「芭蕉が奥の細道で終点・大垣に出てきた道」という表示があった。 
興味はあるが先を急ぐ） 
 
４） 醒井の清水、バイガモ（梅花藻）、ハリヨ（針魚）・此処でしか見られない絶滅危惧種！ 
「醒井宿」の清水。賀茂神社の鳥居横の石垣の下から湧いている湧水が地蔵川となって宿場の真

ん中を西に流れている。記紀によると「東征からの帰り、日本武尊が伊

吹山の荒ぶる神を退治の時、発熱して正気を失うほどだったが、やっと

山を降りてこの泉まで来て、この清水で体を冷やしたところ、熱も下が

り気力も回復した。武尊はこの水を「居醒（いさめ）の清水」と名づけ

たという。（東海道歩きでは日本武尊は尾張でミヤズヒメとの結婚の約束を果

し、伊吹山の荒ぶる神を倒しに行くが、その神の祟りで四日市宿と石薬師宿の間

の杖衝坂を辛うじて登り,庄野宿の少し先の能褒野で没したと記したが、醒井に

来たとすればどのルートを通ったか？・・詮索する必要はないか？）「醒井宿」 
＜清水が豊かに流れる地蔵川＞ の名前もこの清水から採られたと言う。 
醒井宿はこの本流のほかに十王水、西行水（あまり沢山な水は湧いていなかったが）などと、ま

さに湧き水の宝庫である。 
そして、清流だけにしか生えないバイガモ（梅花藻）（三島市の柿田川は有名）やハリヨ（針魚・

古くは魚をイヲと言った）という体長４～７Cm の絶滅危惧

種の魚が居る。バイガモの中に卵を産み、オスが孵化するま

で餌も食べずに守るそうだ。魚、鳥、獣，みな偉い。 
小さいし、藻の中に潜り込んだりしているから、なかなかお

目にかかれないようで「見つけられたら幸運」だそうだ。 
吾らもこの流れに沿って歩きながら魚影を探した。 
治郎は見えたという。彼は「食べる魚にかけては目がない」

いわば「魚君」だ。魚を見つける目も十分か。        ＜これがハリヨです 転載＞ 
治郎はラッキーなお人と申しておこう。 
此処は近畿、中部圏の真ん中にあり、日帰りの訪問者が目立った。清流を跨いで住居が小奇麗に

並んでおり、日帰りウオークなどにはお勧めである。 
 
５）タクシーは来ますか？ 
今須峠の辺り、車返し、とか言うところで歓談していた土地の中・古老の男女数人に声をかけら

れる。何処まで？番場までです。ああ、番場の忠太郎か・・と。 
“現代の創作（長谷川伸・瞼の母）に出てくるお方のこと、そんなに気にしておりませんけど・・”
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とは言わなかったが、土地の人達の間ではこんなものか？との感じだった。 
足を速める。番場宿へは予想より早くついたようだ。 
恭リーダーが早速、タクシー 
の手配、近在のタクシー会社

に総当りかと思えるほど精

力的。 
すまんなあ・・。番場ゼミの 
治郎さん、“疲れちゃったア” 
かな、いずれ来るだろうと安

心！のスタイル？ 
無理もない、今日は此処まで  ＜タクシーを待つ＞ 
見事に来たんだもんね！お陰で 5 人が１台に乗れる大型 ＜まあ、よく来たなア、ご同輩＞  
米原駅まで１・５～２Km 位か、近江の話を聞きながら１５分くらいで到着。 
米原、15 時 55 分発、「ひかり」克ちゃんは名古屋で途中下車。我等は車中で「旭天鵬の平幕優

勝」の快挙に拍手を送りつつ帰宅。   
 
[ ５ ] ２０１２年６月３日（日）曇 番場宿 鳥居本宿 高宮宿 愛知川宿 
佐薙 高崎 石和田   距離１８Km 時間７H１０M（６H３０M）歩数３２，７００ 
 （５：１２新検見川 東京駅発６：２５・ひかり５０１号 横浜発６：４６ 米原着８：４９） 
 ９：００ （米原駅からタクシー）番場宿 蓮華寺（南北朝の古戦場） 鎌刃城入り口  
１０：２０ 摺針峠 
１１：００ 鳥居本宿  本陣跡 合羽屋 赤玉神教丸  
１２：００～１２：３０ 昼食 小野集落（伝・小野小町生誕の地） 
１３：３０ 高宮宿 
１５：００ 伊藤忠兵衛生家（聖地の旗、近江商人の地） 
１６：００ 愛知川宿・近江屋着 
 
１） 南北朝の悲劇、蓮華寺、六波羅探題・北条仲時他 432 名自刃の地 

 番場宿を歩き出すとすぐ、恭リーダーが「南北朝、縁の寺があるから 
寄ろう」と言い出した。良く、予習をしている。先ず寺か・・。 
この辺り、実に歴史が厚く積み重なっていて、考古学者や地質学者が 
その歴史の地層を１枚１枚はがして行くのと似た感じだ。 
蓮華寺の２００米ほどの参道には、「南北朝の古戦場」とか「血の川」

などという表示が悲しい面持ちで建っている。 
「関が原」を通り、「常盤御前の墓」を拝むなどしてきた吾らには、飽

くことなく繰り返される人の世の争いが痛く心襞に響くのだ。     ＜南北朝の古戦場＞ 
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蓮華寺の正面には「勅使門」（歴代天皇の帰依厚く、第９５代花園天皇より勅願寺院としての勅

許を賜り、寺紋として菊の紋を賜る）があり、吾ら平民は門の左側から境内に入った。 
すると、本堂の高い回廊の上から作務衣姿のお方の野太く、大きな声がかかってきた。 
「何を言っておられるのかな？」 耳のやや遠い恭リーダーは気にもかけない様子で寺の右奥を

目指して足を速める。 
丁度、もう一組、タクシーで乗り付けた３人の参拝者と鉢合

わせした。 
“同じ仲間か？”くらいの問いかけか、と応答もせず更に進

むと、いよいよ声は大きくなった。 
とどのつまりは「入場料を払ったか？」という問いかけだっ

た。 
＜蓮華寺本堂・聖徳太子創建という＞“ああ、失礼。いいえ。でも何処で誰に払えば・・われら

決して・・、これまで、お賽銭もつとめて挙げて来ましたし・・”目指すお墓参りを済ませて下

りてくると「お内儀」と思われる中年のご婦人が待ち構えておられ，目出度く、参拝のお代を払

い、１枚のパンフレットを頂戴した。 
石垣のように並べられた４３２の墓石。 
日頃からアバウトで大局的把握を得意としている治郎

が何故か、1333 年、432 人の墓などと詳細な数字を 
口にする。それだけ印象深かったということだろうか。 
 
「元弘３年（1333 年）5 月 7 日の京都合戦に破れた、

六波羅探題、北条仲時公は北朝の天子・光巌天皇、後

伏見、花園二上皇を奉じて中山道を下り、番場の宿場に  ＜３段に並ぶ４３２の墓石＞ 
着いた時、南朝軍（反幕府軍が正しい？）の重囲に陥り，やむなく蓮華寺に玉輦を移し、大いに

戦いたるも再び戦いに敗れ遂に本堂前庭に於いて、仲時以下四百三十余名悉く自刃した。時の第

３代住職、同阿上人は深く同情してその姓名と年齢および仮の法名を一巻の過去帳に認め、さら

に供養の墓碑を建立してその冥福を弔った。過去帳は重要文化財として当山に所蔵されている」

と説明書きにあった。 
墓域は綺麗に清掃されている。自刃した将士の末裔や関係者は「菊華会」を組織し、毎年６月に

総会と追悼法要を営んでいるということだ。 
 
＊元弘 3 年・1333 年という年は大きな節目の年のようだ。主役は後醍醐天皇と足利尊氏、脇役は（子供の

頃良く聴かされた）楠正成や新田義貞，名和長年などか。しかし、どうもこの時代の騒乱は次元が低いよ

うに思えてならない。朝廷と武家・幕府が絡み合っての支配権争い、結果として、北条から足利の政権へ、

そして、６０年に及ぶ２系列の天皇（南北朝）の存在など、前後に例のない時代を作り出してしまった。 

「日本の正当な支配者は天皇である」と固く信じていた後醍醐天皇。その理想を実現するためには、武家
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政権・鎌倉幕府を倒さねばならない。後醍醐天皇は４００余年前、平安前期の第６０代・醍醐天皇（在位

８９７～９３０年、藤原時平や菅原道真の補佐の下、国を治めた「延喜の治」）を理想としていた。通常は

死後に送られる諡号（おくりな）、追号を「後醍醐天皇」と自ら生存中に決めていた（遺諡）という。 

他方、北条政権を倒しても武士による支配は続けようとする足利尊氏（尊

氏は終戦まで、日本の歴史が皇室を中心に形成され、日本民族の統合の中

心を万世一系の皇室に求める皇国史観によって、天皇を裏切った反逆の男

として歴史上の３悪人の一人と言われてきた）。この２人に始まる室町時

代、足利１５代・２３０余年、（1336 年尊氏が京都室町に幕府を開いてか

ら 1573 年、第 15 代・足利義昭が織田信長に追われるまでの間。南北朝合

一からでは 180 年）に及ぶ室町時代とは一体どういう時代だったか。金閣 

＜後醍醐天皇・何だかモンゴル 寺や銀閣寺、北山、東山文化、謡曲や狂言が盛んになったようだが、政 

のフビライに似ている？・転載＞ 治を司るものが政治に飽き、退廃的な風潮はやがて「戦国時代」へ 

の当然の準備期間だったように思える。 

 第８代将軍、足利義政（政治を疎んじ銀閣寺などに隠遁）の妻、日野富子（庶民の暮らしなど無視した

勝手な振る舞い、継嗣争いで京都を１０年もの長い間戦渦に巻き込んだ「応仁の乱」の張本人、これまた

３大悪女の筆頭を飾る？）の出現などが象徴的だ。 

 

＊北条・鎌倉幕府から足利・室町幕府への移行（1330 年から数年）について少しだけ触れさせてもらう。

「太平記」（全４０巻、北条高時・鎌倉幕府最後の執権の失政、建武の中興、南北朝時代 50 余年の争乱を

描き出す）でも精読すれば全貌がつかめるのだろうがとても及ばない。 

 

＊ 後醍醐天皇は元弘元年・1331 年、北条・鎌倉幕府を倒して公 

家政権の回復を企てたが露見、三種の神器を携えて笠置山にこもっ

て挙兵、楠木正成も下赤坂城で兵を挙げる。 

いわゆる「元弘の乱」である。北条・鎌倉幕府は足利尊氏に派兵を 

命じ攻撃に参加する。（ただ、この時、尊氏は父・貞氏の喪中であり

出兵を辞退したが許されなかった。これが幕府に対する反感の遠因

と言われている）                      ＜足利尊氏木造（等持院）・転載＞ 

元弘の乱は失敗におわり、第９６代・後醍醐天皇は廃位となり、代わって持明院統（８９代・後深草天皇

の血統。もう一つは大覚寺統・弟の９０代亀山天皇の血統。吉野の南朝４代はこの子孫。鎌倉時代後期か

ら両統が天皇を交代で受け継いできた。そもそもこんなことがあるからややこしい）の光巌天皇が践祚（即

位）、翌年、後醍醐天皇は「隠岐」へ配流された。 

＊ １３３３年、後醍醐天皇は隠岐を脱出、伯耆国、船上山（せんじょうせん）に篭城、伯耆国・名和の 

豪族・名和長年が後醍醐天皇方として兵を挙げ、京都への遷幸を目指した。 

尊氏は再び幕命（北条幕府）を受けて、西国の倒幕勢力を鎮圧すべく上洛。（この時、尊氏は妻や嫡男・千

寿王（後の義詮・よしあきら）を同行しようとしたが、北条幕府は人質として鎌倉に残留させた。 
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あれやこれやの蟠り？の末にか、尊氏は後醍醐天皇側と戦うつもりで出かけたのに、「天皇方」につくこと

を決意し、丹波国篠村八幡宮（京都府亀岡市）で反幕府の兵を挙げた。 

かくして、足利尊氏、名和長年などは諸国に督促状を発し、播磨国・赤松円心、近江国・佐々木道誉など

の反幕府軍を糾合して入洛、１３３３年５月７日に、北条幕府の京・六波羅探題（加茂川の東、５条～７

条の辺りにあった）を攻め落とした。 

これにより、六波羅探題・北条仲時は東国・鎌倉へ逃れんとして、番場宿まで来たのだ。 

＊ ところが、此処でもう一人の武将に登場願わなければなるまい。それは申すまでもなく「新田義貞」 

である。 

（新田氏・上野源氏は、河内源氏３代目の源義家の４男、義国の長子・新田義重が上野国新田荘（群馬県

太田市周辺）を開発したことに始まる。しかし、義貞が家督を相続した頃の新田家の地位は、同じ系譜か

らの足利に比べて低かったようだ。それは、新田義重が源頼朝の鎌倉幕府の創設に非協力だったため、幕

府成立後には源義国の系統を束ねる棟梁としての地位が義重の弟・足利義康の子、足利義兼の系統に変移

し、新田氏のみならず源氏の系譜を持った武士をその支配下に置くという慣例が定着したためと言う説が

ある。このことは北条幕府討滅後、尊氏・義貞の処遇などに、明らかに見られる。加えて、義貞は武術に

は秀でていても政治の世界の遊泳術には長けていなかったということが言える。足利尊氏の方が上手だっ

たということだ。何だか木曽義仲を思い出させる） 

北条・鎌倉幕府の御家人（将軍譜代に武士）だった新田義貞が幕府に反逆した決定的な要因は「幕府の徴

税使」との衝突であった。楠木正成の討伐に膨大な軍資金が必要となった幕府はその調達に使者を送り、

過酷なまでの税を、しかもごく短期間で徴収しようとした。その額はもとより徴税使の傲慢な態度に憤激

した義貞は１人を切り殺し、１人を幽閉した。 

これに対し、鎌倉幕府、得宗・北条高時は新田の荘を長楽寺に寄進する文書を出した。（勝手に取り上げる

と言うことだ） 

更に、間もなく幕府が新田討伐へ軍勢を差し向けるという情報も入

った。 

新田軍は評議一決、元弘３年（１３３３年）５月、鎌倉に向けて

挙兵した。その足取りはまさに破竹の勢い。利根川を渡り、入間川

を越え、小手指原（所沢市小手指町付近）、多摩川沿いの分倍河原

などでの激戦を制し、堅牢な護りを 固める鎌倉に攻め寄り、例の

稲村ガ崎を突破して北条・鎌倉幕府を倒した。 

＜京王線・分倍河原駅前の新田義貞像・転載＞ 時に１３３３年５月２１日であった。 

＊六波羅探題・北条仲時が京を追われたのは５月７日、鎌倉が落ちたのは５月２１日、さて、仲時一行が

鎌倉へ落ち延びようと番場の宿に来たときは鎌倉はどうであったか？ 

もう、運命は決まっていた、と言うしかない。 

 

＊ かくして足利尊氏は後醍醐天皇と組んで北条・鎌倉幕府は倒したが、その後の両者の動きはまさに複 

雑,奇怪？だ。 
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北条・鎌倉幕府打倒の第一の功労者は尊氏。所領も位階もそして天皇の諡「尊治」から１字を賜り「尊氏」

と改名した（尊氏は幼名・又太郎だが北条執権の北条高時の「高」の１字をもらい「高氏」、そしてこの

1333 年に初めて「尊氏」となった） 

しかし、このような処遇に預かっても尊氏は「建武政権」（後醍醐天皇の治世）の要職にはつかなかった。 

距離をとっていた、とも後醍醐天皇が嫌ったとも言われている。 

（そもそも目指す方向、求めるものが異なる２人にとっては、これからの３年、１３３６年までが、決定

的な期間だったと言うべきか？） 

・ 天皇が義良親王と重臣を陸奥に駐屯させると尊氏は弟直義と成良親王を鎌倉に駐屯させる。 

・ １３３５年、北条の残党が北条高時の遺児、時行を擁立して鎌倉を一時占拠（中先の乱）すると天皇

の許可を得ないまま尊氏も鎌倉に出兵し、弟直義を助け、２０日間で時行を駆逐、鎌倉を回復。 

・ 尊氏は天皇の上洛の命令を拒否して鎌倉にとどまり、独自の武家政権創始の動きを見せ始める。そし

て、新田義貞を君側の奸として天皇にその討伐を要請するが、天皇は逆に義貞に尊良親王をつけて尊

氏討伐に向かわせる。 

・ 尊氏は遂に天皇に反旗を翻すことを決意し、箱根・竹の下で新田軍を破り京都へ進軍。この間、建武

３年（１３３６年）持明院統の光厳上皇と連絡を取り、叛乱の正当性を得る工作を講ずる。 

・ 入京を果した尊氏だが北畠顕家、楠木正成、新田義貞の攻勢に晒され、京を放棄して九州へ下る。 

・ 九州で体勢を立て直すと再度東上、１３３６年５月２５日、湊川の戦いで楠木正成、新田義貞の軍を

破り、京都を再び制圧（延元の乱） 

・ 比叡山に逃れていた天皇は尊氏側からの和議に応じ、天皇は１３３６年１１月２日に「光厳上皇の弟・

光明天皇に神器を譲り、その直後、建武式目１７条を定めて政権の基本方針を示し、新たに武家政権

の成立を宣言。＊この時を以って「室町幕府の成立」としている。 

・ だが、天皇は１３３６年１２月、京を脱出して吉野（奈良県吉野郡吉野町）へ逃れ、光明天皇に譲っ

た三種の神器は偽物であり、自ら帯同したものが本物であるとして独自の朝廷（南朝）を樹立した。 

 

ああ、なんと？？！！（「平家物語」の言葉を借りれば、その有様は“心も言葉も及ばれぬ”ものである） 

後醍醐天皇は１３３９年８月１５日に義良親王（後村上天皇）に譲位し、翌日、「朝敵討滅・京都奪還」を

「玉骨ハ縦南山ノ苔ニ埋マルトモ、魂魄ハ常ニ北闕ノ天ヲ望マン」と遺言して崩御、５２才。通常天皇陵

は南面しているが後醍醐天皇は北面していると言う。（秦の始皇帝、家康

も同じだが強い執念だ） ２１年の治世の間になんと９回も年号を変えて

いる。思うように行かなかった生涯と言うべきか。 

他方、尊氏はその２０年後、兄弟、子供、一族、部下などの相克、争いを

経ながら,遂には息子・直冬一派との戦で受けた傷がもとで１３５８年４

月に逝去、５４歳。残した「室町幕府」は１５代続いた。 

＜足利学校・正門 創設は平安  南北朝時代に書かれた北畠親房の「神皇正統記」は南朝の正当性を 

時代末か鎌倉時代と言われるー転載＞ 示唆しており、徳川光圀の「大日本史」も南朝を正統としている

（水戸学）。本居宣長、平田篤胤・・などの国学者によって盛んになった「皇国史観」は昭和の帝国時代末
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まで政府公認の歴史観であり、これによって尊氏は「天皇に背いた謀叛人」と位置づけられてきた。 

歴史は後世の人達、時代によって書かれるものだが、１３６０～７０年代に小島法師によって書かれたと

言われる「太平記」には「平和」を願い、怨霊鎮魂の意味も込められているという。 

主役の２人が作り出した時代が、時の民衆にどんな思いや願いを抱かせたかを察することが出来る。 

（＊足利学校は平安末期か鎌倉時代に創始された日本で最古の学校だと言われている。教育の中心は儒学、

易学や兵学、医学も教えたと言うが尊氏の頃には一端衰微し、尊氏は学ばなかったようだ。歴史にイフは

ないが、もし尊氏が学んでいたら或いは別の世が生まれていたかもしれない。） 

 

蓮華寺へ拝観料を支払ったお陰で、随分勉強させてもらった。 

 

２） 摺針峠・素直に学びたい,その心と教え 

蓮華寺を出て間もなく番場宿の中ほど、コミュニテイーセンターと思しき辺りに４～５０人が集

まり、これから何か行事を始めようとしていた。リュックを担いで通りかかった吾らに向かって、

恰も参加者の１員であるかのように声を掛けて頂いた。どうやら、この地の「鎌刃城遺跡」にち

なんだ「祭り？」の準備のようだった。 
鎌刃城は室町時代に琵琶湖の北と南の境目の要衝の地・番場、３８４米の山の背（リッジ）に築

かれた城で、「応仁の乱」（１４６７～７７）の頃にはあったよう

だ。我等は如何にイベントの１員として仲間に入れていただいて

もとてもその城跡まで登る元気？は御座いません。どうぞ、町お

こしに励み楽しんで下さい。 
 
摺針峠を目指す。名神高速が横を走っている位の緩やかな登りを 
３０分ほどか、往時はこの峠を登れば眼前に「琵琶の湖・うみ」 
が望見出来て、旅人は初めて見る「滋賀のうみ」に感動を覚えた

と言われる。今は木も茂り湖を見ることは出来なくて「小用」を

たすのみだったが、この「針を摺る峠」の意味はかみしめたも＜摺針峠の碑・他には何もない＞ 
のだ。伝えられている物語を記す。 
＊ 「昔、諸国を修行して回っていた旅の僧がこの峠にさしかかった時、一人の老婆が一心に斧

を石に摺りつけている光景に出くわした。何をしているのですか？とその僧が問いかけると、

１本しかない針を誤って折ってしまったので斧を石で摺って針にしようとしているのです、

と老婆が答えた。斧から１本の針を摺り上げようなどとは、気の遠くなる作業である。 
普通の人間なら何を馬鹿なことをしているのかと老婆を嘲るところだが、この僧は老婆の真

摯で諦めない姿に我が身を戒められた思いがした。 
慢心していた己が身を大いに恥じて修行に励み、この僧は後に高僧となった。 
その僧の名を弘法大師という」 

何も注釈を加えず「素直」に有難く受け取っておこう。 
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３） 鳥居本宿の赤玉神教丸、柿渋が生んだ雨合羽、どちらも旅人の必携品 
 ＊「腹痛、食傷、下痢止め・・」の妙薬として３

５０年来愛用されてきたと言う「赤玉神教丸」。古風、

豪壮な？建物の敷居を恰も古刹の山門を跨ぐように

して入り、声を掛けてみる。 
暫ら～くして中年の婦人が薄くらい奥の方から現れ

た。第何代目か？と古ぶるしいガラス棚に並べてあ

る丸薬もさることながら、この婦人が受け継ぎ、背

負ってきたに違いない長い歴史に惹かれてしまう。 
胃腸が活躍しすぎて困った松尾への土産として ＜神教丸の有川製薬・博物館?の前・佐薙写＞ 
先ずは購入（吾ら３人の総購入額は野口英世さん３枚程度かなあ、すいません） 
薩摩生まれの治郎は子供の頃、この「赤玉神教丸」のお世話になったそうだ。 
丁度、信濃の宮さんが何かあれば木曽谷・奈良井宿の「百草丸」だったと言うに似ている。 
九州の果てまでどんな経路で運ばれたものか？？これはお世話になった治郎の宿題として、この

寺院か博物館のような厳かな施設に出会った驚きを忘れるわけには行かない。今も歴然と商売を

しておられる。 
購入が済むとこのご夫人は別の入り口から中へ入るように勧める。 
何とここは、恰も「薬・博物館」のようだ。鵜川嘉右衛門が伊吹山に薬草を求めて始めた１５９

６年から有川市郎兵衛（鵜川から有川に改姓）が 1658 年参勤交代の大名、旅人の道中薬として

「神教丸」を売り出してからの、道具や看板が所狭しと陳列してある。 
極めつけはこの写真、高さ約２米の、この仏像のような木製の代物。 
異様でもあるが、旅人には、その効きめ、有難さを十分に感じさせた

のではなかろうか。 
「薬草を伊吹山に探す」は「百草丸の原料を御嶽山に探す」の図と酷

似している。 
「神教丸」とは近くにある「多賀神社の神教」によって調整したから

だといい、多賀の坊宮が全国を巡回して、多賀参りを勧誘する際、神

＜蝋燭を立てて拝むか？＞薬として各地に持ち歩いたので全国にその名が広まったという。治郎

の薩摩もそのお陰かな？ 
原料は（伊吹山の）オオバク（黄柏）ビャクジュツ（白朮）キヅツ（枳実）・・など１０数種類。 
中でもオオバクは「百草丸」でも主成分だった。オナカの不具合にはこれが一番と言うことか。 
東海道の草津宿手前に今は操業していないが薬草を煮たり、調合したりした大きな釜などを展示

していた江戸時代からの薬屋の大きな建物があったが、このご婦人、「ああ、和中散ですね」と

勿論良く知っておられた。 
和中散は東海道、有川家の神教丸は中山道を行くものの必携の常備薬として、双璧であったこと

を今に伝えているようだ。 
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＊ 旅人必携のもう一つは「雨に対する備え」であったろう。 
鳥居本宿は「合羽」の一大生産地だったようだ。 
中・高年の数人が長閑に談笑していた本陣跡地の丁度反対側でせっせと草取りをしていた上品

な？ご婦人に治郎が声を掛ける。 
家の軒先に白っぽい妙な形の看板をぶら下げた旧家らしい家の「お

かみ」さんで、いかにも人懐かしそうに話し始めた。聞けば：当家

はかって鳥居本宿に１５軒はあったという「合羽つくり」の老舗で

「木綿屋嘉右門」という合羽屋さんの第１６代目だそうだ。 
確かに。この妙な格好でぶら下がっている看板を見ていると江戸時

代の旅人の「合羽」に見えてくる。 
紙は美濃紙で雨滴をはじくのに従前の菜種油に替えて柿渋を使用

したのが大成功の要因だったと言うことだ。美濃紙の最古のものは 
正倉院にある８～９世紀のものらしい（田舎育ちの小生などは、緊

急時のために畳んだ油紙を持たされたことを思い出す。   ＜軒先に下がった合羽の看板＞ 
紙は美濃紙、それに柿渋と聞いて、美濃路の途中、美江寺と赤坂の間で「柿若葉」を眺めながら

道を間違えたことを可笑しげに思い出してしまった） 
 
４） 小野小町誕生の地との伝承 

鳥居本宿を出て約１時間、「小野」という部落に来た。「ここは小野町・古宿」という小さな立て

札がささやかに道端に立っている。古く東山道では鳥居本より南西の「小野村」に宿場が置かれ

ていた。それが、徳川時代になると鳥居本に移された。何故か？ 
（関が原の後、家康は軍功のあった井伊直政に石田三成の佐和山城を与えたが、三成の居城であ

ったこと、古い縄張りであったことなどを嫌い、新たに琵琶湖の辺りの彦根の地に新しい城の築

城を願い出て１６０３年に直政の子・直継の時に築城を開始し、１６０６年に完成した。 
この築城は幕府が後押しし、尾張藩、越前藩など１２の大

名が手伝いを命じられた、所謂「天下普請」だった） 
家康は西の護りとして彦根城を築き、忠臣の井伊に護らせ

たのだ。ところが、この小野村から彦根へは、佐和山城の

ある地域を迂回しなければならないため、いっその事,宿
場を北側に移した。用心深い家康のやりそうなことだ。こ

の、小野村に「小野小町誕生」の伝承がある。 
＜小町堂・小野町＞   年代は定かではないが「出羽郡の小野美実（好美）が京か  

ら奥州へ下る途中でこの地に一夜の宿を求めた。その宿で生後間もない可愛い女児を見初め、貰

い受けて出羽国へ連れ帰った。この女児こそが、後に美人の誉れ高い「小野小町」であるという」

伝説である。この地には小町堂という祠があり、小町塚という石碑が建っていた。小町にかかわ

る伝承は全国各地にある。絶世の美女は引っ張りだこだ。 
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５） 近江商人誕生の聖地、伊藤長兵衛，忠兵衛・・ 
士農工商の時代を経て商人が活躍し始めたのは江戸時代の中・後期か（五箇荘や保内など、近江

八幡地域を中心に中世には既に近江商人の先駆者は居たし、信長（近江）や秀次(難波)、蒲生氏

郷のように楽市楽座を設けて商いを奨励したリーダーもいた。いや、もっと古く日本の中心が大

和や京都にあった頃からとも言われる。琵琶湖の水上交通を利した交易が日本海航路と大和や京

都をつなぐ形で出来上がったからである。そのために、近江には古くから商人を尊敬する伝統

があるという） 
高宮宿と愛知川宿の中間あたり、豊郷町に入ると藍地に白文字で「近江商人発祥の聖地」と染め

抜いた幟が何本もはためいていた。「聖地とは大袈裟な？！」と思いつつもやや行くと左側に「伊

藤長兵衛や忠兵衛」の生家や記念碑が現れ、辺りを支配している感じだ。 
尾張・名古屋で衣料の老舗を切り盛りしてきた克ちゃん

は都合で今回は参加していないが、彼は何時か独りでも 
この地を歩いてみたいと言っていた。矢張り「聖地」！ 
 
＊「近江商人」とは大阪商人、伊勢商人と並ぶ日本の３大商人

の１つである。その商才を江戸っ子から妬まれ、「近江泥棒・伊

勢乞食」と蔑まされたという。 

しかし、近江商人は道徳や規律を重んじ、様々な理念が各商家

ごとに家訓として伝えられてきた。              ＜伊藤長兵衛家屋敷跡の碑＞ 

その理念、商法を要約すると「三方良し（売り手,買い手、世間良し）、しまってきばる、正直・信用、陰

徳善事」となるようだ。（＊因みに、この理念、商法から生まれた企業名を拾ってみると：高島屋、大丸、

伊藤忠、丸紅、トーメン、ニチメン、ヤンマー,日清紡,東洋紡、東レ、日本生命、ワコール、西川産業、武

田薬品、ツカモト、白木屋・・、など。西武の堤も近江の出身であるがその商法は一般的な近江商人とは

異なる、という注記には成るほど！と思わされる。吾らの学友も相当数、これらの企業に職を得ているが

感化され、実践したものと思われる？！） 

＊“天秤棒をかついだ一介の行商人から始まった”と言われる「近江商人」のルーツは何処に始まるか？？ 

輩出の年代からすると先ずは近江八幡・八幡商人、五個荘・湖東商人，日野・日野商人となるようだが彼

らが等しく「近江商人」として共通に持ってきたものは、何時、何から、どう育まれたものか？ 

ここで、どうしても朝鮮からの「渡来人」に遡らざるを得ない。 

尊敬する司馬さんは「歴史を紀行する」の滋賀の章で「近江人の商才という特質は、朝鮮からの帰化人（現

代では渡来人とするのが良さそうだが）に帰すると考えるのが一番素直である」と言っておられる。しか

し，同時に「渡来人の血は近江人の、特に脳髄に濃く流れているかもしれないが、北九州、山口、出雲、

関東など他の土地の日本人にとっても同じであるのに、なぜ他では近江人のような商才を持たなかったの

だろう」と疑問も呈しておられる。？？？ 

倭国から朝鮮に出かけて行き、往来を繰り返していた遥か昔（５世紀頃としておこうか）から、渡来人は

海峡を渡って、若狭国に上陸、訳もなく琵琶湖の辺に辿り着いた。そして、彼らの文化、技術、芸術を伝
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えたに違いない。近江商人の当初の商いの産品に「麻布・麻の布」などが含まれているのは、琵琶湖の東

側に渡来人のもたらした「麻の栽培」が普及していたからであろう。 

所謂、湖東三山（今や紅葉の名所だが）の中に「百済寺・くだらじ、ではなく、ひゃくさいじ」があり、

やや、離れたところに朝鮮とそっくりの三層の石の塔を持つ「石塔寺・いしとうじ」などがあるのは、特

にこの地に渡来人の血が一層濃く沁み込んでいるように思えるのだが・・。 

＊ また、渡来人が持っていた「計数観念」が「近江商人」の血の中に埋め込まれていると司馬さんは言 

うが同時に「商才があるということは利害損得にさとく、義理人情とは縁遠い行動をと感じるが、歴史上

の著名な近江人を上げると、どうも、そうでもない人物が多いとも指摘している。近江人の武将には浅井

長政、蒲生氏郷、石田三成、大谷吉継、村木重成、大石良雄などがおり、彼らはむしろ節を曲げなかった

ことで有名な人達である・・」と述べておられる。 

小生には、これぞ「近江人の典型」という知人がいない。よって、この複雑な問いへの答は益々不可能。 

６）チョウベイ、チュウベイ、チョウ・チュウベイ 
 伊藤長兵衛、忠兵衛の「聖地」を過ぎて間もなく、バード博士でもある恭リーダーが「鳥の聞

きなし」って知っている？と問いかけてきた。「聞いたことなんかないよ」「鳥の鳴き声を人間の

言葉に置き換えることらしいよ。どんな漢字か知らないが」「梟のなくのを・ぼろ着て奉公」と

は言っていたなあ。（＊鳥の聞き做（な）し）とは鳥の囀りなどの節回しを、それに似た言葉で

置き換えること、を言う）  恭兄のリスト、その他から拾ってみた。色々あって面白い。 
・ メジロ・・・チョウベイ、チュウベイ、チョウチュウベイ 

・ ホオジロ・・一筆啓上仕り候 源平ツツジ白ツツジ 

・ ツバメ・・土喰うて虫喰うて口渋い 

・ コノハズク・・ブッ ポウ ソウ（仏法僧） 

・ フクロウ・・ぼろ着て奉公、ゴロスケ、ホッホ 

・ ウズラ・・あじゃぱあ 

・ ＜ホウジロ・言いセリフだね＞   ・ ケリ・・ケリケリケリ 

・ ヒバリ・・お天道様に金貸した、日一分、日一分、日一分（空に上がるとき） 

     月二朱、月二朱、月二朱、利取る、利取る，利取る（下りるとき） 

・ ミソサザイ・・一ぴい、二とく、三ぴい、四なん、五ちいち、ぷんぷく、ちくりんちん 

・ ホトトギス・・てっぺん欠けたか 和尚とんでってこい 特許特許局 

・ コジュケイ・・ちょっと来い、ちょっと来い、ちょっと来い 

・ キジバト・・親に孝行、親に孝行 / 先生バカー デデッポーポ 

・ メボソムシクイ・・塵、塵、塵、塵とれ、塵とれ、 

・ センダイムシクイ・・焼酎一杯ぐい～ 

人間と鳥達との共生が生み出した「聞き做し」だ。どれも、小柄な鳥 

達がいい味を出している。流石にもの真似上手の百舌にはない。  

滞米１６年、バーデイングの大家の恭兄には、彼の国にはこの種の  

ものがあるか聞かせてもらいたい。中国ではどうだろうか？  ＜センダイムシクイ・焼酎旨いかね？＞ 
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[６] ２０１２年６月４日（月）晴 愛知川宿 武佐宿 守山宿 
 佐薙 高崎 石和田 （宮川・守山のホテルで合流）  
            距離２４Km 時間９H００M(８H００M) 歩数４２，３００ 

 ６：２０ ホテル「近江屋」発 
 ８：１５～２５ 奥石神社 ９：３０武佐宿 
１０：００ 住蓮坊首洗の池 
１１：３０ 鏡神社 蓮照寺 義経元服の池 
１１：５５～１２：３０ 昼食（道の駅） 
１３：００ 平家終焉の地 平家胴塚 
１５：３０ 守山宿 ホテル近江守山着（宮川と落

ち合う） 
＜ホテル・近江屋前・寝不足なんて？！＞ 

 
１）奥石（おいそ）神社、老蘇（おいそ）の森、青鷺・営巣の森 
 （「当ホテル・近江屋は中山道に面しています」。確かにその通りだが国道８号線にも面してお

り、夜通し車が疾走、３万５千歩を歩いた吾らでも時々眼が覚めた。熟睡を得意とする恭、治郎

の両兄も白旗、早めに起床、出発せよとの示唆のようだ。４時には起床、朝食の出来るのを待っ

て、６時２０分には出発） 
 
流域周辺から近江商人が多く輩出した愛知川を渡り、殺風景な道を約２時間、漸く左前方,田圃

の中に、雰囲気？を感じさせる大きな森と集落が現れた。 
我等は「近江八幡市安土」の地に入っている。 
奥石（おいそ）神社は老蘇(おいそ)の森に鎮座している。 
神域に入ると幾つかの説明版があった。メモを取りながら読んでいると、恭、治郎に置き去りに

されてしまった（四郎はのろい！）。話は古い様だが、どうもしかとはつかめない。 
＊御祭神は「天児屋根命」（天照大神が天岩戸に隠れた時、祝詞を奏した神）だが、そもそもは

「神音寺山」を御神体としており、安産，

延壽、狩猟、農耕の神だとある。？？ 
「安産」については「日本武尊が蝦夷征

伐の時、弟橘姫命は上総の海にて海神 
の荒ぶるを鎮めんとして、“我胎内に子

存するも尊に代ってその難を救い奉ら

ん、霊魂は飛び去り江州「老蘇の森」に

留まり、永く女人平産を守るべし”と誓

い給いてその侭身を海中に投じ給う、 
＜奥石神社・拝殿,本殿、三間社流造・天正９年築・転載＞ 云々とあり、爾来、安産の宮とし
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て祈願する諸人多し」とあった。 
また、「聖徳太子が諸国巡歴の途中「老蘇の森」に立ち寄りしとき、その妃・高橋姫が難産だっ

たので、奥石神社にご祈願なさったところ、忽ちご安産なされた古伝による」との謂れもある。 
 
＊「老蘇の森」（老いが蘇る）の話は更に古い？「2300 年前、孝霊天皇（第 9 代、紀元前 290
年・神代の時代）の御世、石辺大連という人が神の

助けを得て、松、杉、檜の苗木を植え、祈願したと

ころ、忽ち生い茂り大森林になったと伝えられる。

後々、石辺大連は１００数十歳まで生きながらえた

ので、人呼んで「老蘇・老いが蘇る」と言い「老蘇

の森」と呼んだ」とある。 
平安時代から、広く人に知られており、歌どころと

して、和歌や紀行文、謡曲にも詠まれて、多くの旅人が ＜老蘇の森は青鷺の営巣地・佐薙写＞ 
足をとどめた。また、ホトトギスの名所としても知られていた。 
今、この森は青鷺の絶好の営巣地のようだ。恭バード博士が双眼鏡で１７羽を確認した。 
「安産、延壽の森」の青鷺達よ、安心して子孫を増やしたまえ！ 
  
２）専修念仏、松虫姫、鈴虫姫の帰依と住蓮坊の処刑 

今ではほんの水溜りのようだが、800 年の昔はどうだったろうか。

「法（仏の教え）を説くは命がけ」を思わせる 1 つの証しが「住蓮

坊の首洗い池」と言えようか。 

物語はあらまし次の通りだ。  

住蓮坊は浄土宗開祖・法然の弟子で「専修念仏」の弘通につとめ、

安楽坊と共に所々で別時念仏会に六時礼讃（昼夜 6 時に阿弥陀仏を

礼拝、讃嘆する行法。徒然草に、六時礼讃は法然上人の弟子、安楽 

 ＜住蓮坊の首洗い池・佐薙写＞ といひける僧、経文を集めて造りて勧めけり、とある）を行い、僧

俗の帰依を受け、貴賎を問わず教えを広めた。 

当時、都では法然上人の念仏教団が既成の教団から疎まれつつも力を得つつあった。しかし，南都北嶺の

念仏者弾圧は執拗で承永元年（1206 年）２月には住蓮坊は興福寺によって法然上人、安楽坊と共に罪科に

処せられるよう訴えられている。 

1206 年 4 月、後鳥羽上皇が熊野臨幸の間、住蓮坊は安楽坊と共に東山鹿ケ谷で六時礼賛を唱えた。これに

帰依渇仰する人多く、後鳥羽上皇が寵愛していた２人の女官（松虫姫、鈴虫姫）が帰依した。 

これが後鳥羽上皇の怒りにふれ、法然門下への弾圧は一層強まり 1207 年、安楽坊は京都で住蓮坊は生まれ

育った近江・馬渕の荘の池の辺で処刑されたという。 

「身になれし 錦の小袖 やきすてて 弥陀のみ国に 墨（住）染めの袖」 

上段は松虫姫、下段は鈴虫姫 の作と伝えられている。（よく出来ている？！後世の作か？）  
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（＊宗教,信教の対立はイスラムに限らず今も世界の何処かで繰り返されている！恐ろしいと言う他ない） 

３）源義経、元服の池(元服後の姿を写したと言う) 
母・常盤や鞍馬寺の阿闍梨から僧になることを勧められても、何時か必ず源氏再興を果すと強く

心に誓って、鞍馬の山中で剣術の修行に励んできた牛若（鞍馬では「遮那王」）は、「金売り吉次」

（奥州と都を行き来する「金売り商人」）に連れられて、縁故先である奥州・藤原秀衡の元へ向

かうべく 1174 年 3 月 3 日の暁に鞍馬山を抜け出した。従うものは、吉次と陵助頼重（みささぎ

のすけよりしげ、下総の深栖（ふかす・現在の神栖町あたりか）の三郎光重の子、）のみであっ

た。平家に監視されている身であり、牛若は鞍馬山

を出て５０Km、その日の夜「鏡の宿」に到着し、時

の長者「沢弥傳・さわやでん」の屋敷に泊まる。 
しかし、鞍馬からの追手や平家の侍達が「稚児姿」

の牛若を探していることは確かである。 
牛若は「このままでは捕らえられてしまう。急ぎ髪

を切り烏帽子をつけて東男（あずまおとこ）に身を

変えねば、」と元服を決心する。 
（治郎は宿泊の館跡で何の調査か、奥の方へ入り ＜源義経宿泊館跡・沢弥傳屋敷・佐薙写＞ 
込んで何か用をたしているのか？暫く出てこなかったな。） 
 

（この辺りから先はまさに“物語”である） 

＊そこで、牛若は屋敷の近くの烏帽子屋五郎大夫（えぼしやごろうたゆう）に、たっての願いとして源氏

の左折れ烏帽子（平氏は右折れで当時、左折れはご法度）を作ってもらい、そのお礼に自分の刀を与えて

沢弥傳屋敷に戻る。牛若が置いてきた刀は古年刀（こねんとう）で源氏重代の刀剣であった。五郎大夫は

見事な刀を賜ったと喜ぶが妻はその刀を見て涙を流す。実は五郎大夫の妻は縁者親子の裏切りで尾張、野

間の内海で源義朝と共に果てた家臣の鎌田兵衛正清の妹（あこやの前）で、牛若（義朝の九男）が生まれ

たとき「護り刀」として左馬頭（さまのかみ・義朝）が授けたものであることを知っていた。 

妻は早速にこの護り刀を返し、主従の名乗りを上げ、牛若もこの不思議な縁を喜んだ。 

この後、牛若は鏡池の石清水で前髪を落とした。しかし、牛若に「烏帽子親」（通常は 2 人）がいるわけで

はなく、鞍馬の毘沙門天と氏神の八幡神を見立てて、自ら元服式を行い、義朝の九男であることから「源

九郎義経」と名乗った。 

＊この館の少し先に「義経元服の池」というのがあり、館跡との中程にある「鏡神社」（祭神は天日槍尊・

あめのひぼこのみこと）、新羅の王子として垂仁天皇の御世に来朝、

多くの技術集団を供に近江の国に入り、この国を育み文化を広め

た）の入り口・階段近くには「源義経・烏帽子掛けの松」が今や枯

れて切り株だけが笠をかぶせられて静かに佇んでいた。 

そして、この一帯には「源義経元服の地」という幟がはためいてい 

＜源義経元服の地・池は前方の旗の辺り＞ た。義経に係わる歴史、伝承は数限りなくあるが、東山道・
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青墓の宿には「よしたけあん」と言うのが「照手姫の水汲みの井戸」の近くにあった。 

義経が琵琶湖から携えてきた葦を此処にさして、 

「さしおくも 形見となれや 後の世に 源氏栄えば よし竹となれ」と詠んだと言うものだった。 

＊ 実は義経が 118５年、壇ノ浦で生け捕りになった平宗盛、清宗父子を鎌倉まで連れて行ったが、頼朝 

に謁見を赦されず、止なく引き返してきて、2 人の首を取ったと言う場所が「平家終焉の地」（次項で触れ

る）として、ほんの 10～15 分ばかり離れたところにあるのだが、流石に義経はこのときばかりは、この元

服の地を穢してはならないと素通りしたという。 

＊義経は「悲劇の英雄として」人々の同情を集め、多くの伝説や物語に描かれてきたことは知る人ぞ知る

ことだが、「衣川で自害した」と言うのが大方の一致するところであろうが、この英雄を哀れな形で殺した

くない心情は「義経は実は生きて北海道から蒙古に渡り、ジンギスカン（成吉思汗）になったという「話」 

まで生まれた。 

この「義経・ジンギスカン説」のなかに、小谷部全一郎氏（牧師、1868 年～1941 年）の「成吉思汗ハ源

義経也」があり、大正末期にベストセラーになったという。 

この著者、小谷部全一郎氏の三男が我等が誇りとする小谷部全助大先輩である、と聞いたが「これまた不

思議な縁」と思うところだ。 

 

４）哀れなり、平家終焉の地・平宗盛、・清宗の胴塚 
「源義経元服の地」には大きな看板や幟がはためく。其処から僅か１Kｍほどのこの「平家終焉

の地」は矢印の看板はあるが、細い草道、150 米程の奥に 2 つの墓碑

がひっそりと木漏れ日に眠っている。 
歴史が語る勝者と敗者の姿なのだろうか。 
平家滅亡は長門・壇ノ浦ではなく、平家の棟梁・宗盛の斬られた、こ

こ近江国野州・篠原だという。 
「平家物語」（勝者必衰の物語）を中心

にその「あらまし」に触れてみたい。 

＜平家終焉の地胴塚＞ 
＜宗盛父子の胴塚への細道＞ 

（「平家物語」の作者はどうも登場人物を強と弱、美と醜、優

と劣、正と邪・・のようにコントラストをつけて描いていると

言われる。宗盛は残念ながら後者の方らしい）           
＊ 1159 年の「平治の乱」で源氏を蹴落としてから、    ＜平宗盛、清宗父子の胴塚・佐薙写＞ 
およそ２０年、平家一門の隆昌は目覚しく、まさに「平家にあらずんば・・」の繁栄。 
しかし、「驕れるものも久からず・・」である。1179 年に清盛の嫡男、重盛が４１歳で病没。この後を三

男、（清盛の 2 番目の妻・時子にとっては長男）宗盛が家督を受け継ぐ。重盛は性謹直、温厚、武勇、人に



 
 
 

 48

勝れ，忠孝心厚い人と言うが、この宗盛は甘やかされて育ち、無能で臆病なお坊ちゃまだったらしい。 

 

＊驕り昂ぶる平家に対して、1180 年、後白河法皇の第三王子・以仁王が遂に「平家討滅」の令旨を発する。

これに呼応して鎌倉の頼朝は関東一円の源家一族を糾合して決起し、先ずは富士川の戦いで総大将・惟盛

率いる平家軍を一撃。惟盛の不甲斐なさに怒り心頭の清盛は、雪辱を期さんと戦いの準備を進めてきたが、

間もなく理由不明の高熱を発し「・・無念は兵衛佐（頼朝）の首が見られなかったこと・・、すぐに兵を

挙げて頼朝の首を墓前に供えよ・・」と言い残して 1181 年にこの世を去る。 

＊この時から宗盛を棟梁とする平家一門は急な坂を転がり落ちるようになる。 

1183 年 5 月、惟盛率いる平家の大軍は越前国砺波山、倶利伽羅峠の対戦で木曽義仲に完敗し、遂に宗盛は

「安徳幼帝と三種の神器」を擁して 1183 年 7 月に西国へ都落ちする。（1184 年 1 月には頼朝の命により義

経、範頼が平家追い落としに功績のあった義仲を近江の粟津ケ原で討つ） 

このあと、義経、範頼は平家を追う。一の谷の合戦で平家は、義経の「鵯越の奇襲」に敢え無く破れ、讃

岐の国・屋島へ退く（＊「平家物語」は「一の谷の合戦」で、熊谷次郎直実が、若干 15 歳の平敦盛を討ち

取るが直実は我が子と同年の若き平家の公達を討ったことに深く無常を感じ、出家してしまう。或いは又

藤原俊成の門下であった平忠度（ただのり）が、百余首の詠み草を師の屋敷に届けようと引き返したため

に、屋島へ退却の舟に乗り遅れ、岡部六弥太に討たれる。六弥太は兜の箙（えびら）に縫い付けてあった

辞世の歌・「ゆきくれて木のしたかげを・・」を見て平家の由緒ある大将と知る。俊成は今や朝敵となった

忠度の歌１首を勅撰の「千載和歌集」に「詠み人知らず」として載せる・・など滅び行く者の華と美を描

いてくれる） 

屋島も守れなかった平氏は遂に知盛が一大防御基地を築いた長門国・彦島に逃れ、壇ノ浦での決戦を期す。 

当初、平家が有利だった戦いは水手、舵取りを射る義経の奇策や阿波水軍などの裏切り、そして潮の流れ

が反転したことで平家の敗北は決定的となる。 

ここで、対称的に描かれているのが、知盛、教経らの勇猛な武将と戦にも一門の統率にも全く役たたずの 

棟梁・宗盛である。 

知盛は最早平家の敗北は避けられないと見た時、安徳天皇の舟に行き、死に支度をするように告げ、（安徳

幼帝は祖母の「二位の尼」に抱かれ「波の底にも都はある」と聞かされて入水）「見るべきものはみつ」と

「繁栄から滅亡まで全てを見てきた」、「武士は美しく死にたい」という美学？に忠実に、「浮かんできて源

氏の辱めを受けまいと、碇を首に巻いて」入水した。（教経の父・教盛、経盛の兄弟も重い碇を鎧の上に背

負って海に飛び込んだと言われる） 
教経もまた、勇猛果敢に戦い続け、雑兵を尻目に源氏の大将・義

経を追い求めるが、舟から舟へと逃げ回る大将（義経の八艘飛び）

を討ち果たすことが出来ず、遂に、これまでと覚悟を決め、太刀

を捨て、兜も脱ぎ捨てて、「吾を生け捕りにせよ、鎌倉の頼朝に言

いたいことがある」と大音声をあげ、飛び掛る力自慢の土佐の住

人、安芸太郎と次郎を両脇に抱えて海に沈んでいった 

（古戦場跡にはこの知盛、教経２人の像がある）         ＜壇の浦・古戦場址・転載＞ 
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＊他方、宗盛、父子はどうか？？ 

この有様を見て、ただ船の上でうろたえているばかり。あまりの情けなさに見るに見かねた侍達が、横を

通る振りをして宗盛父子を海に突き落とした。 

ところが、この父子は海の底に沈まなかった。結局、安徳天皇の母・徳子（後の建礼門院、剃髪して大原

寂光院で生涯を閉ず）平時忠（清盛の妻・時子の弟）と共に生け捕りになってしまう。 

平家の棟梁・宗盛父子は義経に連れられて頼朝に会うべく鎌倉に向かう。しかし、頼朝は義経の鎌倉入り

を許さない（＊義経は二心なく、切々と訴える書状を書く・腰越状） 

已む無く引き返してきた義経は京まであと１日となった近江国・野州・篠原の地で２人の首を取り、首は

京に持ち帰ったが、胴体をこの地に葬った。（野州・篠原の人達は清盛がこの地のために開鑿した岐王井川

が今もこの耕地を潤しており、感謝しつつ宗盛父子の塚を大事に守っているという。良きかな） 

 
＊ 安徳幼帝の陵は長門国・赤間関（下関）の赤間神宮の傍らの「安徳天皇阿弥陀寺陵」である。 

ここには壇ノ浦で没した平家の武将達の「七盛塚」もある。 

小生は５６年前、社会人を平知盛が最後の決戦の場として陣

地を構築したその「彦島」の工場から始めた。明治維新に纏

わる場所や言い伝えは勿論生々しくあるが、800 年前の源平

の決戦に係わる事跡や伝承が随所にあった。 

「平家蟹・へいけがに」は平家の武将が生まれ変わったのだ、

とか「小平家・こべけ」という美しい鯛は平家の女官が生ま

れ変わったものだ、と聞かされた。大学同期の F 君の奥さ 

  ＜赤間神宮・安徳天皇の陵がある＞  んは安徳幼帝の遺体が網にかかり、引き上げられたという「小

戸の瀬戸」の生まれと聞く。800 年の昔が極めて身近なのだ。 

安徳天皇の忌日である陰暦 3 月 24 日に陵地の阿弥陀寺で行われていた法会が、今では赤間神宮で毎年 4
月 23 日から 3 日間、「先帝祭」としてきちっと行われている。（＊花魁が３枚歯の下駄を履いて外八文字に

そろりそろりと神社にお参りするのだが、これは入水し、引き上げられた女官達が女郎をしながら生き抜

き、年に一度、安徳帝にお会いにあがる姿だと言われている） 

 

歴史も伝承も勝者よりは敗者、幸運よりは悲運の運命が痛く語り継がれて来たようである。 

長々とご無礼！ 

 

5) 漸く、ホテル近江守山につく、宮さんと同着 
 守山の古い町並みに入り「吉見西」という信号で恭リーダーがホテルへのアクセスを聞く。 
毎度の事ながらホテル・フロントの応答は要領を得ない。彼女には「吉見西」という場所が解か

らないらしい。それでは、我々に道順など教えられる筈がない。“ああ、ハラをたてない、たて

ない！草臥れた身体には良くないよ”。どうやらベテラン？が代わり、解決。 
街道から離れて、やや戻り加減に３～４００米、今風の広い道を更に西へ２００米。着いた！ 
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時に１５時３０分、カウンターでチェックインを始めたところへ“おお！”と宮川が現れた。 
その差は１分以内？彼は今朝江戸を発ち、頃あいを見定めてやってきた。 
世の中で、恋する人とこんな出会いがあったら・・？（何を寝言みたいなことを！） 
早速、楽しみな「夜の部？」の相談。 
ここで、宮川宗匠の１句、 
「焼酎や守山宿も酔いの宵」（駅前の居酒屋「典々」で待望の夕餉） 
しからば、吾らも、宗匠が現れたとなれば、忘れていた「歌心を？！」 
「宅急便 友の着替えは 宿で待つ」（恭） 
「宅急便 済んだ着替えは 先に発（た）つ」（四） 
「宅急便 妻への土産は 着替えかな」（壽） 
（吾れ、五体不満足は３泊４日のコースでは２日目の宿泊先に着替えなどを宅急便で先送りする。 
今回も目出度く届いていた。日本の物流に、我々の生活文化に革命を齎した小倉昌男さん有難う） 
 
 
[７] ２０１２年６月５日（火）曇 守山宿 草津宿 大津宿 
佐薙 高崎 宮川 石和田  距離２０Km 時間８H１０M(６H３０M) 歩数３２，７００ 
 ５：００起床 ７：００朝食 
７：３０ ホテル発 宇野本家 比叡山東門院守山寺入り口 今宿（守山宿に加宿） 
８：００ 大宝神社、綣（へそ）集落・芭蕉の句碑 
９：１０～４５ 草津宿 本陣見学 

１０：４０ 野路の玉川 建部大社 瀬田の唐橋 大津 
１２：１０～４０ 松喜屋・昼食  
１４：４０～１５：００ 義仲寺 
１５：３０ スーパーホテル・大津駅前着 
１８：００～２１：００ 居酒屋「あゆら」（As you like）で夕飲食 
 
１）入れ歯異変？？不思議な出来事 

いきなり、ホテルのベッドルームの写真を載せるとは、一体どういうことか？？ 
事の次第は凡そ次の通りだ。 
６月５日・午前７時、バイキングの食堂へ治郎と小生

は一番乗り、今日のエネルギーのもとをふんだんにト

レーに乗せ、頼り合う両者、向き合って着席。 
ところが、一口、口にしたところで治郎が居なくなっ

た。何か忘れもの？手洗い？治郎のことだからいろい

ろ・・。治郎は何処へ？フロントの辺りをウロウロ、 
なかなか、戻ってこない！           ＜シングル・ベッド、１泊・５千数百円也＞ 
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およそ２０分後、汗をかきかき、安堵した様子で、冷えてしまったフードを掻き込む。 
・どうしたんだ？？！ 
・実は入れ歯がいなくなって・・ 
・だって朝、歯を磨いたんだろう！（治郎はよく歯を磨く） 
・それがなあ・・。一口噛んで気がついたんだよ・・。（あはは、笑っちゃいかん！） 
（あわてた治郎、早速部屋に戻り、入れ歯を置く、保管する・・、の定番？枕もとを、トイレを、

ゴミ箱を、ザックのポケットを、・・、大急ぎであらゆる可能性をあさったが、お手上げ。 
やむ無くフロントの助けを求める。想定外の可能性、遂にベッドをひっくり返すところまで。 
治郎は寝る間も入れ歯は外さないそうだ。その入れ歯が夜中に何処へ行ってしまったのか？！ 
治郎の口から密かに抜け出して独り夜遊び？（入れ歯も主に似て？・・なんて言うまいね） 
何故か、その入れ歯はベッドと壁の間に挟まっていたという。羽も足も無いと言うのに、不満で

もあるのかなあ（＊ナンチクさん、夜中に何かしたんじゃないの？という嫌疑がかかるのはやむ

を得ないか） 
兎に角、見つかってよかった。 
だが、可笑しいのは「治郎さんよ、朝、歯を磨いたんだろう？！その時は気がつかなかったの。 
歯茎ごしごしやっただけ？・・」「・・・」 
可笑しさが弾けて駄句にも川柳にも纏まらなかった、のです。 
（＊鈴木克ちゃんが東海道を完歩のとき、草津のホテルに入れ歯を忘れたことをすぐに気付き、

京都からの帰路、わざわざドンコーで草津で下車したことがあった。我ら、入れ歯依存のお年、

入れ歯のご機嫌を損ねては大変ですね） 
 
２）「綣・へそ」は「臍・へそ」とどう違う？（イト・マキだから・・） 
守山宿の古い家並みを歩く。第７５代内閣総理大臣（１９８９・６～８９．８）宇野宗佑さんの

実家,造り酒屋・宇野本家を過ぎ、守山の名の由来となった「比叡山東門院守山寺」（延暦１３年・

７９４年、最澄が延暦寺を開いた時、東方の鬼門を守るために建立したと伝えられる寺・守山観

音とも呼ばれる）の門前を通る。 
守山宿は「京発ちの守山泊り」と言われ、西から江戸へ向かう人の最初の宿泊地、守山村を本宿

とし町並み続きの吉見村、今宿村を「加宿」として、本陣２、脇本陣１、旅籠３０の、凡そ１０

５３間の細長い宿場だった。その、今宿を過ぎて凡そ３０分、難しい字の標識が現れた。 
予習を良くする宮さんが何だか妙な読み方を披露（PC で調べた

地図に難しい字があり、漢和辞典で確かめたら「ケン」と読むと

あり、わざわざ地図の上に「ケン」と仮名を振っておいたが、そ

れを、「ヘソ」と混交して「ケソ」と捻りを効かせて表明したも

のらしい）したが、関連資料を精読している恭リーダーが「綣・

へそ」だろうと疑念を呈した。 
＜芭蕉の句碑＞    間もなく大宝神社と隣り合わせの公園に建立されていた芭蕉の
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句碑でこれが確かめられた。 
“へそ（綣）村の 麦まだ青し 春の暮れ“ ばせを。 
（＊近江の国をこよなく愛した芭蕉にはこの地に弟子も沢山おり、歌碑も６～７０はあるらしい

が、どうも、この句は芭蕉のものではない？という説があるそうだ。生涯で２万句も作った一茶

には偽作も混じっている、と言うがこれと同じか？） 
「綣・へそ」は字のつくりが示すとおり「糸」と「巻」である。 
この「綣」は「織機にかけるため縒（よ）りあわせた麻糸のこと」を言うそうだ。（うまく作字

するものだ。偲ぶ、儚い、峠など・・漢字文化は奥が深い） 
そしてこの「綣村」の名の由来は、古く額田王（斉明朝から持統朝の歌人で大海人皇子の寵を受

け、万葉集に載っている１１首の歌は何れも雄渾、優艶と言われる）がこの地を通った時の歌、

「綜麻（へそ）形の 林の始めの さ野榛の 衣に着くなす 目に著く わが背」（難しい、万

葉は！）に基づくというから、古くからの地名と考えられ、渡来人が齎した麻の栽培が盛んだっ

たのだろう。近江商人が先ず麻布を売り歩くのを生業とした事とも重なるか。隣接の大宝神社も

その名の通り、大宝時代、７００年の初めの創建と言うから両者の時代は近いと言えようか。 
 
３） 再び草津宿。東海道、中山道の合流点、草津本陣で学ぶ  

２時間で草津宿、３年前、東海道を歩き、此処で鈴木、松尾が東京から駆けつけ合流したことを

思い出す。このとき宮さんは残念ながら居らず翌日、我々

に出会うべく、京都側から「蹴上げ」までやって来た。 
左が中山道、右が東海道である。 
もし此処で別れ、江戸で会おう・・と約束したら、それは 
「遥かなる別れ」であったろう。 
 
午前９時早々に「頼もう！」と吾らは見学者・第１号であ

る。お陰で、気の利いた案内（学芸員？）のお嬢さんにゆ

っくりと話しが聞けた。                                ＜東海道・中山道合流点・草津宿＞ 
・ 先ず看板。表現に３通りあり。どうやら現代風に言えば：１泊２食付、自炊、素泊まり、と 
いうものらしい。（＊保管・展示されている看板：毛利安房守宿、松下出羽守宿、出雲少将宿、

今川上総介泊、近衛殿御休、二条殿御休、細川越中守母休、弘前侍従休、盛岡少将休・・。 
宿、泊、休、そして身分によって「御」が付いたり付かなかったり） 
・長さ１間余、厚さ１寸ほどの１枚板の「○○泊」の看板を国許から運んでくるのは大変だろう、

宿場、宿場へ置いて行くのだから・・と察していると、「薩摩藩△△」という紙に書いた看板を

見つけた。 
薩摩からでは当然？だな。一枚板の看板だったら人足だけでも大変だったろう？ 
自国の酒樽を担いで来たかどうかは聞き忘れた。吾らの「参勤交代？」は、行き先の「地酒」を

愛でることこそ、使命と自覚し、忠実に実行してきているが・・。 
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（＊此処には所謂「関札」、木製の札４６０枚、紙製の札２９００枚が保管されていると言う。 
また、１８３年間に亘り、宿、泊、休者の氏名、人数、金銭

の出納が記録された１８１冊の大福帳が残っているそうだ） 
・本陣には殿様の「お馬さん」が繋がれたという立派な厩が

ある。殿様は全道中を駕籠では窮屈、宿場近くになってから

駕籠に乗り、それ以外は馬に乗ったという。 
さもありなん、格好つけるのも大変だったな。  
 

＜草津・田中七左衛門本陣＞ 
４）「・・急がば廻れ瀬田の唐橋」  
草津宿を出て草津川を渡ると「右やばせ道」という標柱があった。 

此処から、「矢橋・八橋」の港への道が分岐している。大津宿まで

湖上を舟で行けば２里は近いという。 
ところが、琵琶湖は比良山系からの強風でしばしば船が出ない。

そこで「急がば廻れ」の格言が生まれた。 
室町時代後期の連歌師・宗長（1448～1532 年）の： 
「武士の やばせの舟は 速くとも 急がば回れ 瀬田の唐橋」 
人生の教訓。もう一つ 
「急がずば 濡れざらましを 旅人の あとより晴れる 野路の

村雨」。（太田道灌・1432～1486 年） 
“夏の日や 急がば回れ 老四人（宮） 

＜右やばせ道・宮写＞  大いに回り道をしますか！この年になってもなお！いや、益々の

思いです。 
 

５）「野路の玉川」、何ですか、それ？！（歌枕に詠まれてきた風光明媚な川のことです） 
たまには、吾らも幾らか「風流？雅な」テーマに及ぶとするか。血なまぐさい戦場、合戦跡の話

ばかりでは、気分が宜しくない。 
「“歌枕”に詠まれた“六玉川・むたまがわ”の１

つ・・」と看板にある。 
今や川ではなく「湧き水」の井戸という風情だ。 
この四角な泉の辺に青々と見えるのは「萩・はぎ」 
のようだ。此処は「萩」の名所でもあったとか。 
「夏萩や 湧き出る 水の細々と」（宮） 
 
さて「歌枕」（和歌に多く込まれた名所、旧跡）は

全国各地にある。             ＜野路の玉川・清水が湧出・萩の緑・宮写＞ 
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近江路では伊吹山、醒ヶ井、老蘇森（おいそのもり）、鏡山、野洲川（やすがわ）、野路の玉川、

瀬田の唐橋、逢坂など。流石、近江の国・鳰の湖である。都に近く、風光明媚な名所揃いだ。 
（暇に任せて、歌枕を北の蝦夷から南は薩摩まで拾ってみたら１９０程あった。まだあるのだろうが、「薩

摩」が見つからなかった。治郎さん、御免。薩摩がよそ国でも和歌の嗜みがなかった国とは、決して思わ

ないが力不足だ。吾らが歩いてきた中山道、上野国では、波己曾山・妙義山、碓氷の山。信濃国では、浅

間山、千曲川、望月の牧、諏訪海、木曽の桟。美濃国では青墓、垂井の泉、不破の関、関の藤古川、など、

この目で見て来た所ばかりである。 

では「六玉川・むたまがわ」はどうか？「玉川」とは、その名の通り「美しい川」のことだが、

往時、この「野路の玉川」を含み、特に美しい６本の川がその名誉？を頂いていた。 
その名前と歌を併せて挙げて見よう。 
・「野路の玉川」、滋賀県草津市野路町 

 明日もこむ 野路の玉川 萩こえて いろなる波に 月やどりけり （源俊頼） 

・「野田の玉川」、宮城県多賀城市  

 夕されば 潮風越して みちのくの 野田の玉川 千鳥鳴くなり （能因法師） 

・「調布の玉川」、東京都調布市・田園調布 

 多摩川に 曝す手つくり さらさらに 何そこの児の ここだ愛しき （万葉集、東歌） 
・「井手の玉川」、京都府井手町 

駒とめて なほ水かはん やまぶきの 花の露そふ 井手の玉川 （藤原俊成） 

・「三島の玉川」、大阪府高槻市  

見渡せば 波のしがらみ かけてけり 卯の花咲ける 玉川の里 （相模） 

・「高野の玉川」、和歌山県高野山 

わすれても 汲みやしつらん 旅人の 高野の奥の 玉川の水 （弘法大師） 

＊ 高野山・奥の院の裏側に行くと水源は何処か？と思える細流が清らかに杉林の中を流れている。 

弘法大師の歌に接し、真言宗の宗徒たる小生は「六玉川」に惹かれる。 

 

６）近江牛で豪華な昼食としようぜ。いい店が見つかったぞ！ 
食事処を探すのは治郎の得意技だ。 
「瀬田の唐橋」を足早に渡ると、左側に３階建ての

立派な店が看板を掲げている。 
「松喜屋」、店の前に立つと良い臭いが鼻を付く。 
値段もそれほど高くない！？ 
 “しゃぶしゃぶ 840 円”とか“1050 円”よし！

此処だ。２階にあがる。昼時とあって、客もかなり

おり、鉄板焼きのような臭いが充満している。でも、

ちょっと待てよ！？800 円や 1000 円で済み 
＜瀬田の唐橋から下流を望む＞    そうな雰囲気ではない。治郎がリュックを担いだま
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ま奥へ入ろうとするが・・、どうも、お門違いのようだ。最低 5000 円はかかりそうだな。 
我々の風采を見てか？スタッフが“３階にもありますよ“と助け舟を出してくれた。 
３階は所謂、「ランチタイム・サービス」の広間のようだ。 
「サービスランチメニュー」から、「牛肉と野菜炒め膳」￥1420 円也を選択。（豪華な昼食を、

と意気込んで来たが、この価格、リーズナブルかな？） 
分厚い近江牛とは行かなかったが、細切れ肉の味は上々、加えて、コーヒーやアイスクリームま

で付いていた。満足、満足。 
貰ったパンフレットによると、当・松喜屋は言わば近江牛の老 
舗で湖東山麓で脂身の少ない牛を独自に飼育しているようだ。 
メニューを眺めると、ステーキ、すき焼き、しゃぶしゃぶなど 
が部位別、重量別に最低 5000 円、12000，18000 円なんても 
のばかり。  
ああ、我等はどうして？ 「知らぬが仏」か？ 
１階に下りてから、看板をしげしげと見た。 ＜近江牛・松喜屋―転載＞ 
そして、なんと！まあ・・。 
“しゃぶしゃぶ 840 円”と言うのは「肉として」の販売価格、横に 100g と書いてあった。 
松喜屋の１階は肉販売の店舗で、レストランの入り口は、その横にあり、値段表などなかった。 
吾らの認知力の減退か、食欲の旺盛さがそうさせたのか、兎に角、近江牛は美味かった。 
まあ、ゆったりと “渡り行く 瀬田の唐橋 風青し”（宮）でした。 
 
７）再び、義仲寺。木曽谷を歩いてきての義仲、近江路を経ての芭蕉 
３年前、此処を訪ねられなかった宮さんは芭蕉や弟子達の句碑などを確かめるのに忙しい。 
佐薙、高崎、小生にとっても、木曽谷、近江路を歩いてきただけに、また別の感慨を覚える。 

“湖風に 葉柳揺れる 寺の門”（宮） 
平家討滅に軍功のあった木曽義仲は鎌倉の頼朝の命により源

範頼，義経に攻められ、1184 年正月、ここ「粟津ケ原」で討

死した。 
その後、年あって、見目麗しい尼僧がこの義仲の墓所の辺に

草庵を結び、日々供養にねんごろであった。 
＜義仲寺の門・柳が青い・宮写＞里人がその名を問うに「われは名も無き女性（にょしょう）」 
と答えるのみであった。 
この尼こそ義仲の側室・巴御前。尼の没後、この庵は「無名庵」と呼ばれ、或いは巴寺、木曽塚、 
義仲寺と呼ばれて来たが、戦国時代などは大いに荒れ果てたままだったが、近江の国主・佐々木

氏が再建し所領も寄進した。 
1684～88 年頃、大修理が行われ、この頃から芭蕉がしきりに来訪し宿舎とした。 
記録を追うと、芭蕉は 1685 年 3 月中旬、5 月、89 年 3 月～9 月、91 年 6 月～9 月、9４年 6 月
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～7 月にこの「無名庵」に滞在している。近江をこよなく愛した芭蕉である。 
この地に門人も多く、また訪ねてくる弟子も多かった。 

有名な“木曽殿と 背中合わせの 寒さかな”の句は 
伊勢の弟子・又玄（ゆうげん）が、無名庵に滞在中の芭蕉を

訪ねてきて 1691 年 9 月頃に作ったものだという。 
芭蕉は 1694 年 10 月 12 日に大阪の旅舎で没するが、「義仲の

傍らに埋葬して欲しい」と遺言し、弟子の去来，其角・・な

どによってここに埋葬された。又玄の句は味わい深い。 
“苔咲くや 訪ふ人今も 翁堂”（宮）          ＜翁堂・静かな佇まい・宮写＞ 
 
８）「あゆら」(As you like)で締めくくりの晩餐 

「スーパーホテル大津駅前」は、滋賀県庁のすぐ近くの一等地にあるが、部屋は８桁の暗証

番号、料金は機械への振込み・、何だか「もの」扱いで昭和一桁生まれは戸惑うばかり。 
極端な省力化だろうが、これでは万一の時、係員が誘導なんてことは期待すべくも無い。自らは 
自らでという「現代風」の建前、料金は朝食つき 5250 円也。さもありなん。 
ホテル備え付けのガイドマップを基に晩餐の場所を求めて外へ出る。 
ロシアの皇太子・ニコライ２世が当地を訪れた際、警備の警察官・津田三蔵に斬りつけられた、

所謂「大津事件」（明治 24・1891 年。ロシアの報復を恐れた日本政府が犯人を極刑にしようと

したが時の大審院長の児島惟謙・こじまいけん,が政府に抵抗、罪刑法定主義と司法権の独立を

護った、話は有名）の記念碑と目と鼻の先にある旧街

道筋の「あゆら」に席をとる。 
店内は大いに賑わっていて、隣からは女性客の声がひ

りひりと聞こえてくる。 
当店は琵琶湖ならではの「鮎料理」はもとより、焼酎

の銘柄をかなり揃えているようで、治郎さんはご満悦

だ。兎に角、此処まで来たと言う満足感、安心感が締

めくくりの夜を一段と充実させてくれているようだ。 
“「あゆら」てふ 居酒屋に食ふ 鮎料理”（宮） 

＜此附近露国皇太子遭難之地・転載＞ 突如、入れ歯が雲隠れしたり、近江牛が 800 円で食べ

られると早とちりしたり・・琵琶湖の近くでは流石に舟は右舷傾斜をしなかったり、酒の肴には 
事欠かない「締めくくりの夜」であった。 
 
 
[８] ２０１２年６月６日（水）晴 大津宿 京都三条大橋 
佐薙、高崎、宮川、石和田 距離１２Km 時間３H３０M(３H１０M) 歩数１７，８００ 
 ５：００起床 ６：４５ 朝食 
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 ７：１５ ホテル発 国道１６１号と京阪電車に沿って登る １６１号と１号の合流点 
      蝉丸神社 
 ８：００ 逢坂関跡  「うなぎ」の「かねよ」 
 ９：００ 山科駅前 （金星の太陽面通過観察）日岡峠の亀の水 蹴上げ 
１１：００ 京都三条大橋着 
（１２：００ 三条大橋から高瀬川沿いに、薩摩藩邸跡、竜馬とおりょうの結婚の場所、 
       高級な黒塀、柳の木陰、枳殻邸横などを経て京都駅着・豪華？昼食） 

 
１） 別れの場所は「逢坂山」なり。古来からどれほど多くの別れと出会いがあったことか 
 逢坂山を越えれば異国、都から下る人達にとってこの峠は大きな境関であったろう。 

それは、出会いの場、待つ場所でもあったはず

だ。都人にとって８月１５日の献上馬、「望月の

駒引き」は待ち遠しく、ここで駒を待つ歌は沢

山残されている。 
＊ 紀貫之：逢坂（あふさか）の 関の清水に 

影見えて 今やひくらん 望月の駒 
人々の出会いと別れについては更に多い。 
＊ 蝉丸：これやこの 行くも帰るも 別れて

は 知るも知らぬも 逢坂の関 
＜逢坂山関跡の碑＞       ＊清少納言：夜をこめて 鳥の空音は はかる

とも よに逢坂の 関はゆるさじ 
＊次元は違うが、唐の詩人、「王維」が友人・元二の遠く西方・安西に赴くに当たり詠んだと言

う「元ニを送る」・「渭城の朝雨軽塵を浥（うるおす）客舎青青柳色新たなり 君に勧む更に尽く

せ一杯の酒 西のかた陽関を出ずれば故人無からん」を思い出す。此処で吾らが代表選手： 
 ＊紫陽花や 此れやこの歌碑 飾りおり（宮） 
 
２）２０１２年６月６日 午前１１時００分。 
３年前、２００９年１１月１９日は５時３７分に

６人全員でゴールしたが今回は４人，鈴木、松尾

とはネットでゴールインの喜びを分かちあった。 
背景の紅葉は若々しい赤、３年前、同じ木は黄色

だった。 
“日焼けして 傘寿の旅も 終わりけり”（宮） 
“みとせ経て 訪ねし京の 暑さかな”（宮） 
“みとせかけ 六十九次 遂になる”（四）＜京三条大橋・高山彦九郎像前、楓は瑞々しい赤＞ 
再び一歩も省くことなく、確かに此処に到着できた。恭リーダーはじめ親愛なる諸兄や汗臭い着
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替えの宅急便を快く受け取ってくれる留守部隊長のお陰だ。 
有難く感謝するのみ。  
 
 
＜あとがき＞ 
参加者６名の所感を記す。 
＜佐薙恭＞ 
２０１２/ ６/６ 中山道歩きが三条大橋で終わった時点で、オーション会の街道歩きの記録を

振り返ると２００９/ ２/１１の東海道初歩きから二番目の甲州道中、そして三番目の中山道を

合わせて実働５６日、総距離１２２０キロ、歩行時間はグロス４３０時間、ネット３７０時間、

総歩数２１２万歩となっている。随分と大量のエネルギーを費やしたものだ。そしてこれが決し

て「お陰様で無事、平穏な旅」というふうではなかった。 
或る旅の前日、参加予定だった一人の友は急病で緊急入院

の事態に、もし発病が旅の途中の不便な土地だったらどう

なったか。またある友は歩行中に転倒し頭部から出血、救

急車の世話になって地元の救急病院へ。この時点で街道歩

きプロジェクトも完全に打ち切りかという瞬間もあった。 
また歩行中に携帯で身内の危篤が告げられ行程を打ち切っ

た友もいた。 
＜伊吹山を望む＞    そういう風に各自健康や体調、家庭の事情などからいつもオ

ーション会の全員が完歩出来たわけではなかった。しかし参加者全員が共有しているものは各自

それなりの達成感、そして仲間との連帯感であろうか。山岳部に入り、そして山岳部を卒業して

ざっと６０年、今や高い山に登る体力はないが、歩くだけならなんとかなる。未知の土地に行け

ば学ぶことも多い。 
そしてなによりも入部以来の仲間が一緒だ。反省会が楽しい。こんな経験は８０代になった今、 
何ものにも代えがたい貴重な宝だ。 
中山道完歩はまだ通過点の一つ、これからもこういう活動をずっと続けていきたい。 
  
＜鈴木克夫＞ 
街道歩きの記録を担当する四郎君（従軍記者？）から中山道について何か書くように言われ大変

困った。以前のニ街道同様今回も勝手な時々参加で同僚に大変迷惑をかけ「中山道を語る」資格 
など全くない訳で、俳句もどきをいくつか作りその責めを免れようと思いたったものの、我なが

ら不出来なものばかり、些か思いあぐねていた。 
オーション会で「街道歩き」をしようとの話が決まった頃、私自身には幾つかの個人的な事情が

あり果たして参加できるのかと内心危惧をいだいていたが「来られる時に来ればよいよ」との大

変に寛容な言葉にホットして「街道歩き大学・聴講生」という気軽な立場で折々に参加し楽し
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い時間を過ごすことが出来た。心から諸兄の友情に感謝している。また唯一人頑冥にもアナログ

文明に取り残された小生の為に文書連絡、写真プリントなどの労を取ってくれた諸兄にも併せて

感謝の言葉を申し述べたい。 
今回の中山道歩きには日帰り五回、一泊二日三回で計十三日間の

参加となった。 
最低の目標とした碓氷、和田、鳥居の三峠越えは何とかクリアー 
することが出来た。只、大変に魅力的な大湫、細久手周辺の東濃

路にある幾つかの峠を歩く機会を逸したことは心残りとなった。 
今迄に歩いた三街道を通じて受けた強い印象は地方の町や村の

悲しいほどの静けさである。                 ＜近江富士・三上山＞ 
人がいない。子供がいない。犬も猫もいない。荒れた神社はそれを支えていた村落共同体の消滅

を物語っているのであろうか。「帰りなむ、いざ」と言われても帰る故郷がなければどうにもな

らない。残したいものだ。 
   
＜高崎治郎＞・持つべきものは友なりき 
東海道、甲州道中、中山道を曲がりなりにも歩けた後の感想である。 
佐薙の強力なリーダーシップ、計画立案でオーション会メンバー全員を引っ張ってくれった。 
実行日はメンバーの誰かが都合の悪い日は外して、決定された。皆忙しく調整が大変だったと思

うが、万障繰り合わせて、皆、熱心に参加した。 
体力強靭な佐薙について行けずに、スピードが落ちて落伍したりして、一時は見放されそうにな

ったこともあった。最後まで、面倒を見てくれたことに感謝する。 
石和田は五体不満足と口癖に言っていた割には、実際は粘り強く、子供の時から鍛えた強力な基

礎体力があるので、全行程踏破したのは流石である。彼の紀行文は、記録のみならず、写真付き

で、歴史上の史蹟、人物、風物を詳しく調べた事が説明されているので、大変勉強になった。 
後年又読み返し思い出を楽しむことが出来ると思う。 

松尾は実に頻繁に写真を撮り、遅れても直ぐ追いつき、之を繰り

返していたが、帰宅後、厖大な量の写真を整理注釈付きでメール

してくれたので、見損じた所があったのを思い出すのに、非常に

有効で有難い。 
宮川は、手術等の為、一部参加が出来なかったが、回復が早かっ

たのには驚いた。彼は道の事前調査をしっかりやり、道に迷いそ 
＜瀬田川の悠々たる流れ＞ うになった時には、適切なアドバイスをすることが多かったので、

佐薙も頼りにしていたと思う。小生など、ひたすら歩くのに精一杯で、曲がり角を見落としたり

したのは申し訳なかったと思う。 
宮川の俳句は、今や師匠の領域に達していると思う。１日で２０句以上も出来るのは驚きである。 
心象に映された風景が思い出されるのが不思議である。全く羨ましい限りである。 
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鈴木は、地元名古屋在住だったので、土地柄に明るく、詳しい話や、説明を聞くことが出来た。 
体力も、若いだけに強く、歩き方も早く、又、博学で、フランス語を流暢に話したのには、宿屋

のおかみも我々も驚いたりした。 
本来ならば、非常に印象に残った風物、景色、体験等を書くべきかもしれないが、（橋の架かっ

ていない川を渡し船で渡ったとか）余りに多いので、才ある健筆家に任せ、同伴の人物論で勘弁

願いたい。 
尻切れとんぼになったが、ともあれオーション会の今後の健勝を祈って筆を措く。 
 
＜松尾寛二＞・念願の中山道を歩いて 
 東海・甲州に続き、念願の中山道を歩くことが出来た。残念ながら碓氷峠、和田峠は雨で、浅

間山や佐久平の展望は得られず、鳥居峠も小雨で眺望が利かなかった。しかし負け惜しみではな

いが雨煙る山中に聞く郭公の声や熊の足跡など幽玄、滑稽の趣があり、それはそれで楽しかった。 
「すべて山の中」と言われる木曽路は期待以上のものがあった。 
東海道に表の貫禄があれば、中山道には裏の風格があり、より多く昔の風情を残している。 
 街道筋の旅館の女将たちは働き者で明るい。横川の「とうきょ

う屋」の女将が大汗をかきながら一人ひとりの足を揉んでくれ、 
翌朝は「写さないで」と顔を隠して何時までも手を振って見送っ

てくれた。木曽須原の「民宿いとせ」の女将は昭和８年生まれ。

御嶽山の麓から嫁に来て早く亭主を亡くしたが、姉妹三人で民宿

を守っている。「馬籠茶屋」の女将はフイリッピーノ。 
若いカップルで街道の新しい歴史を作りつつある。   ＜美濃路の春の流れ 
宿場の主役はどの時代も女将たちである。             柿若葉が瑞々しい＞ 
木曽の宿場町では標識を整備し案内板を設け資料を用意するなど、町ぐるみで旧街道を大切に

守っている。道や史跡のことを尋ねると必ず仕事の手を止めて詳しく説明して呉れる。子供達は

明るい声で挨拶してくれる。よき昭和が残っていて嬉しい。 
街道筋では遠くに白い御嶽山が見え、谷の合間には古希記念で登った木曽駒、宝剣が頭を覗かせ

ている。南には恵那山が美しい。奈良井川、木曽川の流れは速く豊か。寝覚ノ床や巴ケ淵の景色

とそれに纏わる説話も趣き深い。 
 旅は道連れ世は情け、良き友に恵まれ念願の中山道を楽しく歩くことが出来た。 
綿密な日程表で我々を導き、鳥、植物にも詳しい若さと知識欲衰えぬ佐薙隊長。 
ガイドブックを手に行路を確認しつつ、俳句を楽しみ酒をこよなく愛する宮川兄。我々の体力に

配慮して優しいペースでトップを歩き、落伍を防いでくれた高崎兄。行く先々知らぬ土地は無き

が如く、歴史風土、民俗に詳しい、美食家の鈴木兄。 
洋の東西、過去現在、知識欲及ばざるところなく資料収集蓄積に励む石和田兄。 
我儘な虫食い参加を容れてくれた諸兄に改めて心からお礼を申し上げる。 
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＜宮川次夫＞・33 次の中山道 
中山道６９次、小生にとっては３３次の中山道になってしまったが、それでも奥深い歴史を秘め

た街道で、素晴らしい自然の美しさに触れ、そして何よりも暖かい友情、オーションの結ぶ強い 
絆に支えられて無事三条大橋を渡り終えることが出来た。３年前喜

寿の年に三条大橋をわたった時は、まさか傘寿に再びここを訪れよ

うとは思いもしなかった。 
あらためて健康と諸兄の友情に感謝するのみです。また全行程の行

き届いたプランを作成し、終始我々を励ましリードしてくれた佐薙

兄に心から敬意を表する次第です。 
＜逢坂山の蝉丸・歌碑、“これやこの・・・知るも知らぬも逢坂の関”＞ 
・行く春や傘寿間近の中山道  ７０の春も終わりに近づいて始めた中山道歩き、どこまでつい 
               行けるか心配だった 
・道中に傘寿迎えて衣更ふ   木曽路を越えたところで傘寿を迎えた。気分も衣替えして新 
               たに歩みだす 
・余花の道傘寿の友と歩み行く 初夏になってもまだ咲き残っている桜のように７０代を過ぎて  
               まだまだ元気な友に励まされて歩く 
・傘寿なお六里余歩き冷酒酌む 宿場ごとの地酒の楽しみで始めた街道歩き、８０を過ぎてなお 
               １日２５キロ前後を歩き、打ち上げで飲む酒は格別 
・薫風や傘寿を祝ふ京の橋   三条大橋では喜寿と傘寿を祝うことが出来た。お互いに長生き 
               をしたご褒美か？初夏のかんばしい風が我々を祝うかのよう 
               に大橋を吹き抜けた 
 
友と積み上げたケルン見事！。中山道（武蔵・上州・信濃・木曽・美濃・近江）は素晴らしい 
喜寿から傘寿、３年余り（２００９年初春から２０１２年晩春まで）で３街道を歩いた。 
佐薙リーダーの述懐のように、決してスムースに運んでばかりではなかった。 
それでも、助け合い、励ましあい、頼りにしあい、時には貶し合いながら、此処まで来た。 
６０年来の絆によると言うほかはない。 
メンバーの誰一人が欠けても恐らくこんな素晴らしい達成感は得られなかっただろう。 
一人一人が言わば天命によるように夫々の役割を担い、存分に果したと言える。 
木曽路は若い蛭川隆夫・紀巳子夫妻の特別参加があり、別な彩りを味わせて貰った。 
大津から京都に向かう道中、一抹の寂しさに襲われた。京都についてしまったら、それから 
先はどうなるのだろうという不安、目標が無くなってしまうのでは？という心配である。 
生れ落ちた時から、歩くことを習い、８０年近く一途に“歩き続けて”きた。歩くことは生きる

ことと同じと思い定めて来た小生、歩けなくなったら、歩く意欲を失ったら、それは人生の幕が

下りると同じ。幸い仲間はまだまだ元気で前向き、なお歩き続けるように思える。此処まで来た

がこれは通過点に過ぎないと恭リーダーは言う。有難う。   ＜龍年の中秋・擱筆、四郎＞ 
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[附―１] 中山道ウオークの記録・その１（日本橋～本山 佐薙リーダーによる公式記録）  
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[附―１]中山道ウオークの記録・そのー２（本山～京都三条大橋、佐薙リーダーの公式記録） 
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[附―２]中山道写真１０－１・太田宿～加納宿（佐薙、宮川写） 
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[ 附―２] 中山道写真１０－２・加納宿～赤坂宿（松尾写） 

 



 
 
 

 66

[附―２ ] 中山道写真１０－３・赤坂宿～青墓（松尾写） 



 
 
 

 67

[ 附ー２] 中山道写真１０－４・青墓～垂井宿（松尾写） 
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[ 附―５] 中山道写真１０－５・垂井宿～関が原宿（松尾写） 
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[ 附―２] 中山道写真１０－６・関が原宿～常盤午前墓所（松尾写） 
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[ 附―２] 中山道写真１０－７・愛知川宿～守山宿（佐薙、宮川写） 
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[ 附―２] 中山道写真１０－８・守山宿～京三条大橋（佐薙、宮川写） 

 


