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日 光 道 中 を 往 く

日本橋から千住、越谷、幸手、間々田、石橋、宇都宮、徳次郎、鉢石・日光まで

２０１２・１０・１９～２０１３・５・９

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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＜ま え が き＞

東海道から始めて甲州、中山道と済ませれば次は日光道中となろう。

日本橋に立って、東海道を時計の９時の方角とすれば日光道中は丁度１２時である。東海道は西だが日光

道中は北、それも真北である。これには相当の意味があるようだ。

関東に生まれて今日までどうしても西の方への感心、興味があり、北、東にはなじみが無かった。

大和政権が西の熊襲を征服したあと東へその勢力範囲を広げて行く歴史で承知しているのは先ず日本武尊

が登場し、坂上田村麻呂が蝦夷（えみし、えぞ）地をほぼ征服したくらいしかない。

この地域に住んでいた人達がどんな人種か、アイヌと同じか？縄文時代は？弥生との交流は？興味はつき

ないがこれは奥州を訪れる機会があれば、の楽しみとしておこう。

今回は「白河の関」・奥州の手前、いわば武蔵、下総、常陸、下野の範囲だ。

この平坦な地域、多くの川が勝手気ままに流れ、路も川の土手を拾って繋がるような有様で古く主要道路

として敷かれていたのは東海道と東山道、（＊東山道は後に、中山道となり倉賀野宿からは日光例幣使街道、

宇都宮からは奥州街道として多賀城までとなったが）いずれも東・西であって南北には目ぼしいものは見

られなかった。鎌倉街道といっても新たに作られたものではなく、鎌倉に通じる既存の主要な路を「いざ

鎌倉」に備えて、そう呼んだ程度。しかし、日光道中が作られる江戸時代初期以前でも奥州に通ずる路は

古くからあったと言われている。それは古代の墨田宿（墨田千軒宿）から、堀切、亀有、金町、松戸を通

って北上し宇都宮を通って奥州に通ずる古・奥州道である。

日光道中はこの古道・奥州道に重なるように出来ているようだ。

不勉強なままの勝手な感じでは、日光道中で出会うものは平安や鎌倉、室町時代の歴史を語る寺社や戦跡

ではなく家康の開いた「江戸時代、以降」に眼が向くように思える。

徳川家康は小田原・北条攻めの時、城を見下ろす「石垣山の一夜城」で秀吉と立ち小便をしながら「北条

を陥したら、関八州は貴公に差し上げよう」と体よく未開？の東の果てに押しやられてしまった。

だが家康は持ち前の我慢と辛抱で太田道灌が１００年も前に築いた古い城を足場に広大な原野、遠浅の海

に働きかけ、川の流れを付け替えて耕地を増やし、運河を掘って舟を通わせ、掘った土で浅瀬を埋めて（日

比谷入江などがその典型）人を住まわせ、１００万人の江戸を築いた。今日の大東京の骨格はこうして創

られた。

「城を掘割と武家屋敷が取り囲む江戸は最強の城塞都市」だったと言われる。

確かに１９世紀初め頃に描かれた江戸俯瞰の絵図を見ると城の回りに２重、３重に堀を巡らし、今の「山

の手線」の内側は殆ど武家屋敷（＊何と「松平」姓の多いことか！「松平○○守・相模、駿河、伊豆、三

河、遠江・・と総ぞろい」、３０ページばかりの絵図から拾ったら「松平」の姓が付いた屋敷、区画は１６

０余り、上屋敷、中屋敷、下屋敷があるから 3 分の１としても５０以上。全て一族といえよう。家康は三

河の山奥、「松平村」から出てきて天下を取り、徳川を名乗ったが一族には御三家、御三卿のみに徳川を許
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し、それ以外には「松平」を名乗らせた。東海道に臨む各藩には全て譜代の大名を据えた。或る時点での

記録では、三河出身の親藩、譜代大名は２７９藩のうち１２３藩あるとある。）

そして浅瀬を埋めた東、南側に町民が暮らすささやかな地域があり、その外側は畑や田、寺だらけという

幾つかの区域（高輪・白金・麻布、駒込・千駄木、上野・谷中・浅草など）もある。（＊今の東京２３区と

山の手線の間くらいの「江戸という土地」はその初期、武家屋敷８割、町人１割、寺社１割。後期、武家

屋敷６割強、町人２割弱、寺社１割強という具合だ）

この絵図をじっと眺めていると２つのことが頭をよぎる。

その１つは、この広大な武家屋敷に戦をするでもない武人、家族、家来達が言わば張り付けられて、時々

は国元との間をのたりのたりと往復する。これらの費用は領国で「わが殿のために」とせっせと働く民・

百姓に支えられているということ。

家康の側に言わせれば、これが「平和の配当？」ということであろうか、厖大な国民の税金で軍事力を養

い、これを「抑止力」だと言うのに似てもいようか。

もう１つは、何だか江戸市民の活気に満ちた姿や声が聞こえてくるということだ。

戦乱の世に終止符が打たれ、今までに無かった町民の文化が生まれ、栄えた。

（家康殿を持ち上げる積もりは無いが当時としてのこのソフト、ハード複合の大事業は何処かの政権が大

声を上げている、ちまちました「国土強靭化」とはそのスケール、ビジョンに於いて比べものにならない）

江戸についての勉強不足はどうしようもない、それだけ江戸は大きいともいえる。

何故日光か？日光は江戸城の真北に当たる。家康は北斗星を宇宙の中心として深く信仰していたそうだ。

「自分の死後、遺体は駿河の地に埋葬せよ、そして１年後には日光山に小堂を建てて勧請（分霊を請じ迎

えて祀る）せよ。吾、関八州の鎮守とならん」と遺言した。

これに従い、秀忠は分霊だけでなく亡骸まで日光に移してしまった。これは家康の知遇を受け徳川３代に

仕えた天海僧正の「差し金」が大いに働いているようだ。（＊目出度く日光に付いたら、また触れることと

しようか）

尾張、美濃の木曽三川同様、関東平野での川の支配、殊に東京湾に注いでいた利根川の水を常陸川に繋い

で太平洋へ流した事業、利根川・東遷事業（元々、鬼怒川と小貝川が合流した常陸川は銚子へ通ずる遠浅

の「香取の海」・霞ヶ浦はその一部、に注いでいた）などには興味がある。

また、元禄２年（１６８９）３月、江戸・深川を出発、千住で舟をあがり奥州を廻って９月に美濃・大垣

まで６００里を歩いた芭蕉翁には時々ご登場願うことになろうか。

さて、我らも北へ向かって出掛けるとしよう。

“靴の紐を結び直し、非常用装備、食料を確かめ、柔軟体操でもして・・“と。

道祖神もお招きのようだ。
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（１）２０１２年１０月１９日（金）晴 日本橋、千住宿、草加宿、越谷宿

佐薙、鈴木、松尾、宮川、石和田 距離 24.4 時間 9Ｈ（8Ｈ）歩数 42.000

（５：５８新検見川、６：２０西船橋 ６：５０日本橋着）

７：００ 日本橋・日本国道路元標発（佐薙、鈴木、松尾、宮川、石和田 ＊高崎欠）

日本橋室町、本町、大伝馬町、小伝馬町、伝馬町牢屋敷跡、十思公園（石町

時の鐘、吉田松陰終焉の地）郡代屋敷跡、駒形どぜう、駒形堂、

８：１５ 浅草寺参拝 浅草神社（三社様） 待乳山聖天参拝 山谷堀 小塚原刑場跡・

回向院

９：４０ 千住大橋・芭蕉矢立のはじめ碑 千住宿・やっちゃ場 本陣跡 横山家住宅

小休憩・槍かけだんご（松尾寛二）名倉医院

１０：４０ 荒川・千住新橋 善立寺（真直ぐな路）島根・４号との交差点 将軍御成橋

跡 御成道松並木跡 鷲神社（日本武尊縁の）増田橋（千住宿と草加宿の中

間）竹ノ塚（春日井が新婚時代を過した処・皆で押しかけた）保木間

１２：００ 「そば久」で昼食 毛長川（東京・足立区から埼玉県・草加市へ）火あぶり

地蔵 草加一里塚

１３：２０ 草加宿 大川本陣跡 清水本陣跡 おせん茶屋公園 源兵衛せんべい屋

１４：１５ おせん公園 松尾芭蕉像 綾瀬川・千本松原遊歩道「矢立橋」「百代橋」

１４：５０ 蒲生大橋 久伊豆神社 南越谷

１６：０５ 越谷宿着

１６：１０～１８：００ 反省会（駅前・日高屋）

１）全員揃った！？ あれあれ治郎がいないぞ。

揃って此処をスタートするのは４回目、昨年は雨だったが、今回は昨夜来の雨が上って

天気は良さそうだ。

“雨上がり 傘寿の旅の 朝さやか”(宮)

この天気、治郎不参加のせいではあるまい。

何時も写真の中ほどがふさわしい治郎が居ない

のは、傘寿を過ぎてからの治郎の身体強化

意欲による。まだまだやる気だぞ！？これは。

「ヤマイダレにテラ」をどうするか？土産に彼

の世」まで持ってゆくか？を思案した結果、き

っぱりとこの世でと決め、評判の横浜Ｍ病院で

処置してもらい、経過も順調であったが、「もし

＜傘寿に雨傘はいらない５人組＞ ！？という病院とトトコ夫人のアドバイス」で
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自重した。

偉いぞ！脱落ではない。補講もあるし追試もある、まだ他に残っている科目もあるからね。

２）尾張の大店の２代目・克ちゃん、江戸で修行！？

生まれも育ちも尾張の鈴木克ちゃんは何故か江戸に（だけではないが）詳しい。

父親の創業した呉服、繊維商社を継ぐ宿命にあった彼は卒業後数年、この日本橋・小舟町

で同業の会社を経営する山岳部の大先輩・久保田禮治さん（昭和６年卒）の所で修行した。

（＊財閥三井家の家祖、三井孝利（通称・八郎兵衛）は１６７３年伊勢松

坂から出てきて、この地で間口９尺の小さな借り店舗、呉服店・越後屋（現

在の三越）を開業、大名貸し、米の売買、間もなく「両替業」にも進出し

大躍進した。今もこの周辺には呉服橋とか紺屋町などという地名があり、

戦後、吾らの駆け出しの頃も立派な「繊維会館」や、東レの本社もあって、

呉服、繊維の商いの中心だった面影を残していた。衣・食・住はまさに暮

らしの基本、松尾、Ｙ中は大阪の繊維商社に就職した。近江商人は麻布を

売り歩くことから始まり、伊藤忠、丸紅は繊維商社からスタートした）

克ちゃんの先祖は尾張・徳川家の次席家老・石河（イシコ）家

の領地を差配する代官だったことは記したが（挑戦！中山道６

９次―その４）明治になって武士から町人へと転換した時、祖

母が「尾州織物」の産地である西三河の出であること ＜名所江戸百景・広重画

からささやかな呉服店を始めた。祖父母の始めた「呉服屋」 井桁に三の越後屋の印＞

を継ぐ立場だった彼の父親は先ず当時日本でも有数の織物問屋だった大阪のＴ商店に就職

し厳しい経験を積み、戦中、戦後の苦難を乗り越えて独立した。克ちゃんが大店の２代目

として修行を積むのは極く当然の道だったかもしれない。

彼は此処で商売の裏も表も酸いも辛いも体験したはずだ。いやそれのみでなく「江戸の庶

民文化？」を味わい、身に着けたように思える。これが彼の博識、味わい深い人となり、

として時々顔を覗かせる。

（それに引き換えこの小生、上総国の「水飲み百姓」の次男、農地解放で田畑はすっかり小作人様の手に

渡り、継ぐべき家業？なし。日傭取（月給取）になるほかなく、江戸まで、のこのこと出てきた。そして、

いざ就職となった時、百姓の倅だからせめて肥料でも造っている所へ行くかと三井の末端に連なる東洋高

圧（現三井化学・紹介人は昭和４年卒、近藤恒雄・旧三井化学常務、と人事記録にある）へと潜り込んだ。

その本社は三井の本拠地、日本橋室町の隣り、日本橋本石町（明治 15 年・1882 年、三井銀行の為替方が

分離されて設立された日本銀行と同じ町内？で此処には江戸時代、金座があった）だった。この辺りで数

年を過したのだが、克ちゃんが厳しい修行を続けている間に当方は専らガード下で肝臓の修練を積んだだ

けだった。後に三井・住友銀行の大幹部になった宮川は、太陽・神戸、さくら、などと変転する銀行業界

を乗り切って来たが、日比谷、九段のような近代的な所で過し、この如何にも古色蒼然たる三井の本拠地

には機会はなかったかもしれない、が、面白い縁があるものだ）
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克ちゃんが「江戸っ子」になったとは言わないが、「江戸の躾、江戸のしぐさ、江戸の庶民

文化」に馴染んだことは否めまい。（＊江戸仕草を身につけたものが江戸っ子と言うそうだが武家屋

敷に７～８割の土地を占有され、川端の狭苦しい低地に全国から集まってきた庶民がひしめき合うように

暮らしていた江戸。４畳半の部屋に１畳の台所と土間が付いた９尺２間の長屋に５～６人が住んでいた。

其処には無償の助け合いに始まる見事なまでの暮らしぶりがあったように思える。殺伐とした今日、我ら

が見習うべきものが沢山あるようだ）

敢えて少し触れたくなった。

＊「江戸っ子」には色々な形容がある。「江戸っ子だってねエ」「おお神田の生まれよ」「宵越しの金は持た

ねえよ」、「３代続いて初めて江戸っ子だヨ」などという落語のセリフはそれとして、此処では「江戸しぐ

さ」を身につけた人が「江戸っ子」という筋にたってみる。

「江戸しぐさ」とは？①目の前の人を仏の化身と思える ②時泥棒をしない(突然押しかけて相手の時間を

奪うことはしない) ③肩書きを気にしない ④遊び心がある ということらしい。

全国から人が集まるところで如何に安心して暮らせるか、それは、目つき、表情、ものの言い方、身のこ

なしに表現されたものを受け取る「瞬間芸」だとも言われる。

＊そのことを江戸では子育ての過程で身につけさせた。「３つ(才)心、６つ躾（イ）傘傾げロ）肩引き ハ）

カニ歩き ニ）うかつ謝り・トラブルを事前に察し素早く対処できなか

った自分の迂闊さを反省すること）９つ言葉（どんな人にもきちっと挨

拶が出来、世辞もいえる）１２で文（請求書、納品書、弁解書も書ける

こと、万一主が亡くなっても代理が出来ること、一人前の人間としての

自覚）、１５で理・ことわり(森羅万象を暗記ではなく、実感として理解

できること）」というものである。

＊これらのことを江戸では親からは勿論社会から授かった。殊に寺子

屋・手習指南所で身につけたようだ。江戸時代に入ると、商工業の発展

や社会に浸透していた文書主義などによって実務教育の必要が高まっ

た。江戸の後期には庶民が習うこの寺小屋が１０００～１３００（全国

では１３０００余）ほどはあったという。町人出身の師匠の比率が高か

＜寺小屋風景・壁には儒教の教え＞ った。小生の中学・高校の学友で、寺の墓地に入り込んで墓石の苔

をはがし、筆子（生徒）が師匠の没後墓を立てる所謂「筆

子塚」を探し回り房総半島だけで３３５０基あることを確

認した執念の男が居るが彼は江戸庶民の姿の一面に見事

に光を当ててくれた。幕末来訪した外国人が当時の日本人

の躾の良さ、識字率の高さを讃嘆している通りで、これが

明治の開国、その後の発展の基礎になっていることは明ら

かで、誠に貴重であり興味が尽きない。

興味は尽きないが時間は尽きてしまう。

前に進まなければなるまい。 ＜ 寺小屋風景・勝手気ままに、喧嘩している子供も居る＞
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３）「（本）石町（ほんごくちょう）の時の鐘」

日本橋を出て、三越、三井本館、千疋屋前を過ぎ、日本橋室町３丁目を右折する。

此処はなんと「江戸通り」。（何だかマラソンの選手を追う放送車に乗っている感じだ）

このすぐ角に、かって江戸市中に最初に時刻を知らせた「時の鐘」（左絵）があった。

今は小さな標識が建っていて、次のように書かれている。

「時の鐘は、江戸時代に本石町３丁目に設置された、時刻を江戸市民に知

らせる時鐘です。徳川家康とともに江戸に来た辻源七が鐘つき役を任命さ

れ、代々その役を務めました。鐘は何回か鋳直されましたが、宝永８年（１

７１１）に製作された時の鐘（東京都指定文化財）が十思公園内(日本橋

伝馬町５－２)に移されて残っています。・・・、近くにオランダ商館長

一行の江戸参府の時の宿舎であった「長崎屋」があり、川柳にも「石町の鐘はオランダまで聞こえ」とう

たわれ、江戸市民に親しまれていたのです」と。時の鐘は元々江戸城内西の丸にあったものが秀忠の時代・

寛永３年（１６２６）にこの地へ移され、城の中は太鼓に変わったという。

＜日本橋を出たばかりなのに少し横道にそれる＞

＊季節や時間を知り暦を持つことは人類の進化の過程と重なる。これはエジプトやマヤ、其の他の古代文

明を見るまでもなく、人類共通の文化・文明そのものであったはずだ。

太陽が出て沈む、月の満ち欠け、種まきや収穫の時期は？洪水がいつ来るか？・・これらは全て神（天・

太陽）の業、その神と通じ合えるのは王、王が暦を作れることは民を統治する

のに重要な手段・武器だったのではないか。

日本では｢時刻｣は天智天皇の御代に「漏刻・ロウコク」によって初めて知ら

されたという。（＊６７１年４月２５日、現代の暦で６月１０日、水時計・漏刻

（ロウコク）を設けて時を知らせた。我等が小学校で教えられたのは天智天皇

の水時計だった。水槽・夜天池、日天池、平壺、萬分壷へとパイプで順次水を

落とし最後の水海・槽に箭を浮かべてこの高さで時刻を測った）

わが国の「暦」は持統天皇の御代６９０年に「唐の暦法」を取り入れたのが

始まりのようだ。天武、持統の頃、国の体制を整えるべく、律令制など盛んに

中国の制度、文化を取り入れ、暦も勿論その１つだったのだろう。

大昔の中国、殷や周の時代（前１６世紀～前３世紀頃）は太陽、月、星、 ＜漏刻図・天智天皇御宇＞

植物の成長などを観察して日付けを決めていたという。これを「観象 （夜天池）

授時暦」と言う。もとより単純素朴なものだったが紀元前３世紀頃 （日天池）

春秋戦国時代以降、２４節季の導入を始め、天体の運行、測定も進歩 （平壺）

するに連れて、太陽と月の運行を基本とした「太陰太陽暦」が編み出 （萬分壺）

され、秦、魏、隋、唐(暦の計算方法が飛躍的に発展した)宋・・清に （水海）

至るまで改暦に改暦を重ねた（現在では太陽暦が中心だが一部には

太陰太陽暦も残っている）。 ＜近江神宮に復元された漏刻＞
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この改暦は小生が記録を辿れるだけで、５０回以上に及ぶ。

（＊王や皇帝が統治に年号を変えるほどではないがどうも何か変化を示すための機会に使われたように思

える。まあそれだけ進歩を続けたということでもあろうが付いてゆく方も大変なことだった）

翻って「唐の暦」を導入したこの国はどうだったか？

上述のように、６９０年に導入して以来、幾度かの改暦はあったが、殊に８００年代の唐の「宣明暦」を

取り入れてから、江戸時代、１６８６年・徳川綱吉が自前の暦を作らせるまでこれをずっと使ってきたよ

うだ。戦乱に明け暮れて「暦」どころではなかったということか。

暦は人類の進歩？とともに発展してきたと上述したが、今我々が当たり前のように使い、生活の中に浸

透している、「時間」がどうしてこんな単位で構築されたか？

年、月、日、時間・・、実に良く出来ていると感心するが、さて、其処に至る道程は？自分が恰も数千年

前に生きていたとして、これを辿って見るか。果てしない宇宙空間を彷徨い、迷子になることを覚悟で。

｢1 年｣、これは日が長くなったり短くなったり、寒暖、植物の芽吹き、落葉、様々なサイクルで気付くだ

ろう。「１月」はどうか？一番身近な月の満ち、欠けの一巡り、｢1 日｣は太陽の昇・降、昼・夜の一巡り。

これらは全て身近な天体の動きを見て認識出来そうだ。

しかし「時間」？！これは我々の便宜のために刻んだものではないか。「腹時計」だけでは矢張り不十分。

では、何を基に、どうして 1 日が 12 或いは 24 という単位の刻みになったのだろうか？？解りもしないの

についあちこちに当たってみる。古い！

＊遠くメソポタミアのシュメール文明をうけついだ「アモリ人」が紀元前２０００年ごろ星座を作り（占

星術の領域？）「1 日を昼１２宮(星座)、夜１２宮」にしたことが最古らしい。（＊白羊宮＝おひつじ座～双

魚宮＝うお座、まで１２の宮（星座）、これがギリシャに伝わり天文観測に便利なように１日中、昼も夜も

２４区分されて、ぶっ通しで使われ始めたとか。これは紀元前後にインドに伝えられた。

＊他方、中国では？殷、周の時代、月の巡りを基にした「太陰暦」では、季節が分らない、農耕にも差支

えが出るので、これを修正するため、太陽のめぐりを基にした「２４節気」なるものが生まれた。これは

段階的に整備されたもののようで、春分（日中）、夏至（日

永）、秋分（宵中）、冬至（日短）、と季節を四大区分し（二

至二分）、その中間に立春、立夏、立秋、立冬（四立）を

入れて八区分（八節）更に各節を３分割 (これは月と対応

させるため)して２４区分。小暑、大暑・・（気温）、雨水、

白露・・(気象)、穀雨、芒種・・（農事）など、よく季節を

表し、分りやすい。これら２４節を太陽黄軽（ややこしい）

が３０の倍数に当たるもの（ニ至二分など１２）を「中気」

とし、それ以外の１２を「節気」として交互に配している。

しかし、これは「１２時間の１２の起こり」とはどうも関

係が無いらしい。残念。 ＜江戸時代の時刻は不定時法、十二支で表示＞
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＊他にないか？春秋戦国の時代、中国では、惑星のうち最大の「木星」を重視し、「歳星」と言ったが、こ

の星が約１２年（正式に１１．８６２だそうだが）で天球を一周することから、その位置を示すために天

球を東から西へ１２等分（これを十二辰・じゅうにしん・と言う）し、夫々に名前をつけた。それが「十

二支」の始まりと伝えられるが、この十二支（子・し、丑・ちゅう、寅・いん、卯・ぼう、辰・しん、巳・

し、午・ご、未・び、申・しん、酉・ゆう、戌・じゅつ、亥・がい、が当てられた。身近な動物が殆どだ

が辰のような想像上のものもある。なぜ、この順番か、何故猫はいないか？などには面白い話があるが省

く）は１２という数字が１年の月を表すことに使われ、日付けや十干（甲、乙、丙、丁、戌・ぼ、己・き、

庚、辛、壬、癸・き）と結びついて、比較的長い年数等（６０年、１サイクル、丙午・ひのえうま・など）

を表すようになり、更に「１日の時刻にも用いられる」ようになった。

（ドンぴしゃりの答とはならないが、分ったふりをして、「宇宙の塵」になる前にこの辺りで本通りへ・・）

さてさて、「石町の時の鐘」、江戸市民の暮らしを支配?していた鐘はどんな風に鳴らされていたのか

日の出から日没までを昼、太陽のない間を夜とし（昼夜境界の定義は省略）、前ページの図のように、昼６

刻、夜６刻に１２等分していたら「１刻」の長さは太陽の巡りによって日々異なることになる。

これを「不定時法」と言うが、流量が一定の天智天皇の「水時計」・「漏刻」は「定時法」である。

しかし、もともと中国から入ってきたこのロウコクは、唐の時代、最後の｢水海｣に浮かべて、その高さで

時刻を知る箭を、暦の２４節気に合わせて変えていた（不定時法）と言う記述がある、という。

わが国では、平安、鎌倉時代までは「定時法」、室町時代から「不定時法」になったと言われるが、確たる

証拠はない。江戸時代は「不定時法」（天文の専門家の間では定時法も）で、これは明治５年まで続いた。

因みに東京の｢夏至・6/21｣の昼は１５時間５１分あり、従って６等分した「１刻」の長さは２時間３８分、

夜は１時間２１分、「冬至・12/22」は逆に昼・１時間５０分、夜は２時間１０分になる、そうだ。

しかし、これが日々変わるとなったら、｢鐘撞き役｣・辻源七殿も大変、

鐘を基に暮らしている「江戸町民」も忙しすぎる。

（＊１日に１～２分は日が伸びたり短くなったりするが、「１刻」の長

さを毎日変えたか、２４節気単位か、月単位か、その他かは調査未完）

さて、本論？鐘に纏わる幾つかを拾ってみる。

・(本)石町の鐘は三河からついてきた「辻源七」が家康様のお墨付きを

頂き、江戸市中に時を知らせる第１号として大変な名誉？と責任を担っ

て撞き始めたものだ。江戸城中にあったものが、秀忠の１６２６年にこ

の地へ移され、明治５年（１８７２）まで、時を知らせ続けた。

＜十思公園に移された・石町の時の鐘＞ ・江戸の町が大きくなるに連れて、上野・寛永寺（１６６６年）

浅草・浅草寺(１６９２年)、更に本所横川、芝切通し、市谷八幡、目白不動、目黒円通寺、四谷天竜寺の８

箇所に設置された。“花の雲 鐘は上野か 浅草か”（芭蕉） （騒音のない江戸の風景が思い浮かぶ）

・これらの鐘は「石町の鐘」を聞いてから順次周辺に時を知らせていった。従って時は少しずれた。鐘の

聞こえる範囲からは「鐘楼銭」を徴収した。如何にも！（その範囲、金額、徴収方法などは調査出来ず）
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・始めに「すてがね」と言って「３つ」撞いたあと、その時刻の数だけ打った。だが、時刻は十以上はな

い。十二支と時刻の数字は次のように対応している。子・九、牛・八、寅・七、卯・六、辰・五 巳・四、

午・九、羊・八、申・七、酉・六、戌・五、亥・四である。一から十二でもよさそうだが一桁の九から四

を繰り返して、三以下がない（三以下は刻と刻の間の３等分、４等分では使われているが）。

何故か？（＊中国の陰陽説では奇数が｢陽｣、偶数が｢陰｣で奇数の最大の「９」を最もパワーのある数字と

していて、「９を頭」に「９」の倍数（９X2=18、９X3=27・・）の 1 桁が使われている、という。また、

鐘を撞くのに、余りに回数が多くなるのを避けた、という説もある、らしい。

・江戸府中の周りには「木戸」があり、一定の時刻をもって閉じられた。品川、板橋、千住、本所、深川、

四谷などの大木戸では「明け六つ・午前６時」に開き、夜は「五つ半・午後１０時」には閉じられたから、

旅人はもとより武士、町人、皆な聞き逃すわけには行かなかった。しかし、江戸の人々は身体に染み付い

た感覚で「今、何刻か？」を凡そ判別できた。(江戸、浅草生まれの池上正太郎は「祖母が間もなく何々の

鐘が鳴るなあと言ったら、すかさず、その鐘が鳴った」、と述懐している)

・近くにあった「伝馬町牢屋敷」の囚人の処刑も石町の鐘をもとに執行されたが、「処刑者の延命を祈るか

のように」遅れたこともあって、別名「情けの鐘」とも言い伝えられた、という。

如何にも、江戸下町の人情味あふれる話だ。

先に進もう。

４）伝馬町牢獄跡、十思公園、吉田松蔭終焉の地、江戸幕末の縮図か

実に広い伝馬町牢獄跡に今は「十思公園」があり、高野山別院・大安楽寺、身延山別院、

そして「吉田松陰先生終焉の地碑」などがある。江戸幕末の縮図のようなところだ。

「十思公園」って何だ？？ まあ、知るわけもないな。

＊「伝馬町牢獄｣は１６１３年、常盤橋外からこの地・小

伝馬町に移転、明治８年（１８７５）まで存続した。因

獄、牢屋敷の長は三河から家康についてきた石出帯刀が

任命され代々世襲した。「時の鐘」撞き役も大事な仕事だ

ったが牢屋の責任者もこれまた重職。古今、東西を問わ

ず権力の座に就く者は、要所々々へ忠臣を据えるものだ。

その規模は大きく、周囲は堀に囲まれ、面積２６１８坪、

＜牢屋敷跡の十思公園＞ 牢屋は身分、性別 に分かれ、旗本を収容する揚座敷や揚屋、

大牢及び女性部屋に分かれていた。明暦３（１６５７）年の収容囚人は１３０人、安政の

大獄(１８５９年)では吉田松陰など５０余人(９０人という記述もある、数え方次第か)が収

容された。松蔭や橋本左内などは此処で処刑された（小菅や巣鴨のお世話になったことがないか

ら、何も言えないが、小菅などでは性別はあっても身分、階級による区分はあるまい。それとも病院やホ

テルのように個部屋もあるのか？牢屋の中も金次第？・・。不謹慎！やめろ！

本郷追分の八百屋太郎兵衛の娘・「お七」も１６８３年に此処に収容され、「鈴ケ森」で灰になった。

可愛そうに。安房富浦の大学の寮などでコンパになると、決まって「八百屋お七の物語」を歌う高校、大
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学の先輩が居た。背筋のすっと伸びた豪快な人だったが、この人も今や灰になってしまった）

この「十思公園」とは明治１１年に開校し、平成２年に廃校になった「十思小学校」の跡

地に出来た公園だから・・という。しかし、これでは「答にならない」な。

遡ると北宋の司馬光の「資治通鑑・しじつがん」（周の威烈王から五代の終りまで１１３主、１３

６２年間の歴代君臣の事跡を編年体に編纂した書。治世に利益があって歴代為政者の鑑とするに足るもの）

の「十思之疏・じっしのそ」（唐の名臣・魏徴が大宗皇帝に差し上げた十ケ条を列挙した、天子が弁

えなければならぬ戒め）から採ったとのことだ。

小生などが知る由もないワイ。昔の人達は「学」があった。例えば

その１、見可欲則思知足―欲すべきを見れば則ち足るを知ると思うー欲しいと思ったとき

でも、足りれば十分であること知って、いたずらに多くを望まないこと。

その２、処高危則思謙降－高危に処すれば則ち謙降を思うー高い地位に居る人ほど、へり

くだるようにしなければいけないこと。などなど１０ケ条

ああ、何と昔の中国の人達には弁えがあったか、これに照らして、今日の吾らの姿は！・・

＊此処でどうしても「松陰」に触れざるを得なくなった。

「身はたとい 武蔵の野辺に 朽ちぬとも とどめお

かまし 大和魂」、松陰の辞世の歌である。

海防の急務を主張する佐久間象山に啓発され、常に海外

事情に意を注ぎ、１８５３年浦賀に来航したペリー（“太

平の眠りを覚ます蒸気船たった４はい夜も眠れず”ペリーの旗

艦・サスケハンナ号というのはペンシルバニア州のトーモロコ

＜吉田松陰先生終焉の地碑＞ シ畑の間を悠々と流れる川の名前だが若き頃、この川の畔で一夏を過

したことを思い出す・・余計なことだ、そんなことは！）の軍艦に衝撃を受け、翌年再度来航した

ペリーの船に頼んでアメリカへ密航しようとして失敗、捕えられ伝馬町牢獄へ入れられる。

「かくすれば かくなるものと 知りながら やむにやまれぬ 大和魂」

下田からの獄送りの途中、高輪泉岳寺前で詠んだものだ。

６ケ月間、伝馬町獄にあったが、国元萩で謹慎の身となった松陰は「松下村塾」を開き、

２年ばかりの間に回天の志士を育てた。

久坂玄瑞、高杉晋作、桂小五郎、伊藤俊輔、山形狂介などなどである。

再び安政の大獄に連座して、またまた伝馬町獄に入獄。父、叔父、兄などに永の訣れの文

を送り、その心境を伝えた。

「親思う 心に勝る 親心 今日のおとずれ 何と聞くらん」

松陰は処刑されるに当たり「今わが国のために死す。死して君親に背かず。悠々たり天地

のこと、鑑照明神に在り」と同囚の士に別れを告げた。１８５９年、享年僅か３０歳。

松陰に関する言い伝え、書き物は限りなくあり、小輩などが・・と思うが、２～３を許し

て頂きたい。
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＊「切腹」という名誉ある死に方を許されず、罪人として斬首の刑となったが松陰は慌てず騒がず従容と

して刑に服した。首切り役人・山田浅衛門（首切り浅衛門と呼ばれた）は松陰の処刑に向う様子を「その

最後の態度は実に立派であった。いよいよ首を斬る刹那の松陰の態度は実に天晴れなものであった。悠々

として前に進んできて、役人どもに一揖し、ご苦労様と言って端座した。その一糸乱れざる堂々たる態度

は幕史も深く感嘆した」と語っているという。まさに「覚悟」の人、二十一回猛士である（どれほどの首

を斬ったか知らないが「首切り浅衛門」の墓は新宿の勝興寺にあるそうだ。ちゃんと成仏しておろうか）

＊松陰の遺体は千住の「小塚原」に運ばれた。（罪人の遺体は埋葬なんてものではなく、いわば遺棄、捨て

去られ、土もほんの少し被せられる程度だったようだ）

松陰の処刑を聞きつけた高杉晋作は早速、伊藤俊輔（博文）などを引き連れて小塚原に駆けつけ、松陰の

遺体を掘り起こし、世田谷の長州藩別邸へ運び大切に葬った（当時、断罪受刑者の墓をたて供養すること

は許さないという厳しい法度があった）。現在の「松陰神社」である。高杉晋作ほかの胸中に熱いものが滾

って来たことは疑う余地がない。

＊松陰の墓は①小塚原の回向院、②世田谷の松陰神社 ③山口県萩市の松陰生誕地附近にある墓（遺髪墓）

④山口県下関市の桜山神社招魂墓（高杉晋作の発議で創建された幕末志士達の招魂場）といわれる。

稀代の快男児、高杉晋作は藩命によって上海を視察、欧米の植民地支配の実態を目の当たりにして、攘夷

論の急先鋒となり、英・仏・米・蘭の４国艦隊と下関で戦い、破れはしたものの巧妙な談判でこれを凌ぎ、

奇兵隊を組織して幕府の第２次長州征伐を撃退するなど、その破天荒の発想と行動力にファンは多い。

幕府の長州征伐に対して少数の兵を引き連れ奇襲をかけ、小倉駐屯の幕府軍のど肝を抜き、陣太鼓を奪っ

て意気揚々と引き上げてきた。この太鼓が桜山神社の直ぐ近くの「厳島神社」に大事に保管されている。

此処は僅か２８歳でこの世を駆け抜けた高杉晋作「終焉の地」の直ぐ近くである。

（今日、晋作にあやかって“この国を・・”などとパフォーマンスに余念のないリーダーも居るようだが

「会津に行って私は長州生まれ」なんていうセンス、歴史認識では微妙な関係にあるアジア諸国と円滑な

関係が構築、維持できるやらと気になる。名に恥じないようなこの国の舵取りをしてもらいたいものだ）

５）「辰の刻・五つ・午前８時前後？」でござるよ、ご一行！

伝馬町牢獄跡の何だか重々しい雰囲気の一帯を抜けて江戸通り

を北に進むと「神田川」の手前に「郡代屋敷跡」の看板。

三河から家康についてきた「伊奈氏」が「幕府直轄領、３０万

石の年貢の徴収、治水、領民紛争の処理をした役宅跡」である。

伊奈氏については「利根川の東遷、荒川の西遷」などに大変な

功績があり、後刻また触れることになろうか。

それにしても幕府直轄領の統治は極めて大事、当然のことなが

ら、直参の忠臣を任命している。固い固い、家康殿。

隅田川を右に見つつ、浅草橋を過ぎると、蔵前、浅草の雰囲気。

「そばや」の看板に見入る！？ 日本橋を出て未だ ＜もう寄りたいの？おそばやさん＞

「四半刻」も過ぎていないよ。如何に早起きの江戸でも、ちと早すぎませんか。
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「駒形のどぜうや」もまだお目覚めではないようだ。何時も店先にある「どぜう」の樽も

見えない。

６）浅草寺に道中安全、無事踏破を祈るべし

浅草寺を恭々しく参拝なされよ。日光道中の無事ウオークを祈願し、お賽銭も値切るでな

い、と吾に言いきかせました。

「どぜう」の直ぐ先、隅田川側に極彩色の真新しい小

堂がある。駒形堂だ。

此処は「聖地」なのです。

浅草寺ご本尊の聖観音菩薩は推古天皇３６年（６２８）

３月１８日の早朝、江戸浦（宮戸川・現隅田川）で漁

撈中の檜前浜成（ひのくまのはまなり）・竹成（たけ

＜度重なる火災に会い現在の なり）兄弟の網にかかって示現した。この像を拝した

駒形堂は２００３年の再建＞ 兄弟の主人・土師中知（はじのなかとも）は自宅を寺

に改め、自らも出家し、厚く尊崇した。此処は像高僅か１寸８分（５．５Cm）の金色の像、

勝海上人への観音の夢告により大化元年（６４５）から完全秘仏となった観音菩薩像が示

現した場所なのである。

元禄時代にはこの地を霊地として上・下流約１０町余りの川筋を「魚介殺生禁断の地」と

定めたという。

浅草寺の入り口に差し掛かる。大きな提灯は前方右側の

柳の陰で見えない。

色彩鮮やかなこの風景は中国の何処かに似ているかも知

れない。年間２～３０００万もの人が訪れる。

この直ぐ東側には隅田川を挟んで現代の構造物「ムサシ」

が人を集めつつある。

だが、この時間、時の情勢と早発のお陰？で仲見世通り

は閑散、耳に逆らうような会話は聞こえない。 ＜前方、右が雷門、提灯は柳の蔭＞

“秋の朝 仲見世閉まる 浅草寺”、 “秋風や 煙りかすかに 大香炉”（宮）

（＊観音様のお招きか年に数回は此処へお参りに来る。我が家には「守り本尊」に千手観音を頂き、この

世に現れた日が３月１８日という因縁で深く観音を信仰し、「百万巻納経」に参加して、せっせと「観音経」

を書写し、５年ほど前に竣工した本堂のチタン成型屋根瓦への葺き替えでは何枚か献納するなど、此処で

臍繰りをはきだすには、さして抵抗を感じない熱心な年寄りが居る。小生も偶にはお供するが、順番を待

ってでも一番前に進んで、手を合わせる。当方はせいぜい３０秒、主役は５～１０分も祈りを続ける。「絶

対秘仏の本尊」は拝めないが「お前立ち」（平安時代初期、延暦寺の僧、慈覚大師円仁が創像）を拝して祈

る。時々、拍手の音も聞こえるようだが、そんなことで心を乱されるようではまだまだ修行が足らない！

などと言いながら。お陰でこの界隈の様子に接し、世の風向きを感じたりする。悪くはない）
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７「待乳山聖天」とは聞きなれない？神様か仏様か

浅草寺の東側の三社神社（観音像を発見し、祀った「土師中知、檜前浜成、竹成」は神様

になってしまった）に礼拝し、浅草寺境内から出て、街道を辿る。

佐薙リーダーが寄ってゆく？と言い出したのは小高い丘の上にある、聞きなれない所で

「待乳山聖天」（まつちやましょうてん）と言い「金龍山浅草寺支院」だが創建は推古天皇

９年（６０１）で浅草寺の観音菩薩の示現より古い。

縁起によれば「推古天皇９年（６０１）の夏、旱魃のため人々が苦しみ喘いでいたとき、

十一面観音が「大聖尊歓喜天」に化身して、この地に姿を現し、人々を救ったため、「聖天

さま」として祀ったと言われる」とあった。（＊天聖様とは聞いたことがあるな。大聖尊とは位の

高い菩薩の意だろう。歓喜天とは仏教の護法神の１つ、ヒンズー教から仏教に入ってきたもので「障害を

なす魔神を支配する神とされ、事業の成功を祈るために祀られた。形像は象頭人身で、単身像と妃を伴う

男女双身像がある。妃は十一面観音が魔神としての働きを封じるために現した化身だという。歓喜自在天、

略して聖天ともいう、そうだ。」

道理で、何だか少し日本離れした、何処かインドのヒンズー教寺院のドギツサがあったな。

境内の直ぐ横に池波正太郎生誕の地なる看板。永井荷風などもこの辺りか？

８）猪牙舟（ちよきぶね）、山谷堀、行く先は？

「待乳山聖天」の直ぐ先に見逃しそうな狭い堀があった。山谷堀跡である。

かって、この堀は「新吉原」へ通う舟で賑わった。

「猪牙舟」とは。「江戸で造られた、細長くて屋根

のない、先の尖った舟。軽快で速力が速く、漁業、

舟遊び、または隅田川を上下した吉原通いの遊び船

に用いられた。山谷（さにや）船。」と広辞苑にあ

る。

＜猪牙舟、細長く櫓で漕いだ＞ 品川・御殿山に居を構える F 君がよく「伊達の殿

様が目黒川を下り、吉原に通ったようだ」と見てきたようなことを言っていたが、まあ、

頭巾で顔を隠した殿様が、江戸湾から隅田川へと漕ぎ手を急がしたであろう様が想像でき

る。

「吉原」は１６１７年に日本橋富沢町に開設されたが、明暦の大火（明暦３年３月１８～２０日に発生し

死者１０万、焼失町数４００町といわれる大火災）で全焼したので、浅草北方の田圃の中に堀を巡らし塀

を建て入り口は一箇所のみという「遊女町」を造った。刀、駕籠はなし、此処へ来れば侍も町民もない、

という世界、いいね、気が利いている！

（＊遊女と言っても「花魁」や「大夫」となると「一見の客」などとても相手にもされず、お目当ての遊

女に会えるまでには並大抵の話ではなかったようだ。つい入れ込んで！という話はごろごろしている。

宿場の「飯盛り女」などとは段違いに彼女達には教養があったようだ。しかし、その身元は「飯盛り女」

と似て、貧しさの故に売られてきたものが殆んど、何時かはこの境遇から去りたいという切実な願を抱い
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ていた。身請けである。

定年が２７歳だったそうだが、捨てられた境遇から這い上がり強い意志で生き抜こうとする彼女達には男

が惹かれる人間的な魅力が秘められていたのではなかろうか。幕末、維新の志士達を命を賭けて匿い救う

というストーリーは良くあるが、苦難の中に培った人間性が美しく見える。ああ、褒めすぎ？いやいや）

余り深入りするとそれこそ出て来れなくなるので、此処までで断念するか。

９）泪橋、松蔭二十一回猛士、ターヘル・アナトミヤ、将軍日光御成街道・・・

「山谷堀の猪牙舟」を思い浮かべつつ足を運ぶと間もなく「泪橋」（東海道の品川宿外れ、

「鈴ケ森刑場」手前にも「涙橋」というのがあった。ここは刑場に向かう人を見送るだけ

でなく、旅に出る人との別れの場でもあった、と記憶している）という交差点を過ぎた。

今は橋はないが、その意味するところは明らか。此処は江戸府内とその外との、今では台

東区と荒川区の境である。その先にあるものは？？

長い跨線橋、右手には何だか味気ない、かなり広い茶色の地面が

拡がる。JR 貨物の車庫。何本かの線路を跨ぎ、今度は高架の下

を行く。上は常磐線、地下鉄日比谷線が通り、南千住駅が近い。

小生が「霊能者？」だったら、何かを感じたかもしれない。

今、我々は「小塚原処刑場跡」にいる。

急いでこの場を通り過ぎたい気持ちになる。

ところが、松尾と宮さんの姿が見えない。「消えて」しまった！

山谷と千住の間、町並みが途切れるところに１６５１年に移って

きたという処刑場、その傍らには１７４１年、刑死者 ＜延命寺首切り地蔵・延命地蔵＞

の菩提を弔うために建立された延命寺（今は延命地蔵のみが残るが東日本大震災で倒壊、

修復中）と街道の行路病気者や刑死者の供養のために１６６７年に開かれた回向院がある。

この回向院には、安政の大獄で刑死した吉田松陰、橋本左内、頼三樹三郎ら多くの志士た

ちが葬られている。

松尾と宮さんは、これら志士たちの霊を慰めるべく、回向院に寄った、ということだった。

だが、つぶさには適わず日を改めて出直すのが良さそうだと、足早に戻ってきた。残念。

回向院には「松蔭二十一回猛士」と刻んだ墓碑があるはずだ。此処で、またまた路草。

松陰の命日は１８５９年１１月２１日だが、「戒名」はあるか？ ない！見つからない。

松陰の生地、山口県萩市にある墓にも回向院と同じ号（称号）が彫られている。

然らば「松陰」とは何からとったか？江戸時代後期の尊皇の思想家・高山彦九郎の「戒名」、「松陰以白居

士」（生地の群馬県太田市には遺髪墓があり、其処に刻まれている）からではないかという説が有力だ。

松陰は５０年ほど前のこの先駆的な思想家、全国を隈なく遊歴し、勤皇思想を説いた彦九郎に深い感銘・

影響を受けたようだ。

松陰の辞世の歌「身はたとい・・」と彦九郎の「朽ち果て 身は土となり 墓なくも 心は国を 守らん
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ものを」と良く似ていることもその現われという。

高山彦九郎！？我等は、東海道、中山道の完歩を期し、２度、京都三条大橋の袂で紫宸殿の方角に向かっ

て拝跪している彦九郎の像の前で達成の歓びを味わった。此処で彦九郎が出てくるとは。

「二十一回猛士」はどうか？

本名は吉田寅次郎。「吉田」を分解すると「十、一、口、口、十」となる。合計二十一だ。

また、元々杉百合之助の次男、「杉」を分解すると「十、八、三」となり、合計二十一。

まあ、これは多少の遊び心の産物としても、「猛士」には「寅のように猛を奮い誠をつくして全力で物事を

実行するのだという」松陰の並々ならぬ覚悟、決意が窺がえる。

松陰の残した数々の名言の中に「至誠にして動かざるものは未だこれあらざるなり」「国とともに、という

志がないならば人ではないのである」「人間たる者、自分への約束をやぶる者がもっともくだらぬ」「士た

るものの尊ぶところは徳であって才ではなく、行動であって学識ではない」・・、と言わば過激なものが並

ぶ。長州の純粋な若者たちが衝撃を受け鼓舞されたことは容易に想像されるし、何よりも松陰自身が僅か

３０年をそのように生ぬいた。

「ターヘルアナトミア」・「解体新書」

浅草聖天町の所謂「磔付け場」から１６５１年に移転してきて明治初年に廃止に

なった小塚原処刑場、１８００坪ほどに、２２０余年間で埋葬された屍体は何と

２０万余に及ぶという。１年に１０００人、今と比べて桁はずれ、言葉も出ない。

更に、処刑された者達は幕府の大罪人で、非人間。埋葬ではなく、いわば打ち捨

てられたようだ。伝馬町の牢獄で処刑された松陰たちも同じである（しかし、こ

れら幕末の志士達は新政府によって明治初年には「乱民」「罪人」から「志士」

として名誉が回復され逆に顕彰されたのだが）

屍体は土を被せられるほどもなく、野犬に食いちぎられる有様だったようだが、

＜ターヘルアナトミア＞唯一の救い？と言えば明和８（１７７１）

年の杉田玄白（１７３３～１８１７）、前野良沢（１７２３～１８０３）

等による死体解剖（腑分け）の対象となり、オランダ語の医学書・ター

ヘルアナトミアの翻訳・解体新書を完成させることに役立ったというこ

とか。医学の進歩に貢献していただいて有難う。以って瞑すべし、

なり。

将軍の日光御成街道は日光道中を通らない。

御成街道は江戸城・大手門を出て、本郷（中山道と分かれて）、赤羽、飛鳥山など日光道中

の西側を経て、６つ目の宿・幸手で漸く合流する。何故か？？

幕府の犯罪人と称してこれ程の人達を葬った小塚原は気味が悪かったか、気が引けたか、

どうにも通りにくかったのではなかろうか？人間らしい想像だが、分らない。

（＊松尾、宮さんが雲隠れしてくれたお陰で？いろいろと路草が出来た。でも先へ）
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１０）「千住というところで・・」

“・・千住というところにて舟をあがれば、前途三千里のおもひ胸にふさがりて・・”。

芭蕉が河合曾良を供に東北、北陸を巡って美濃大垣（最後は

江戸へ帰着）まで全行程６００里、日数約１５０日間の旅に

江戸深川の採荼庵（さいだあん）を出発したのは元禄２年（１

６８９）３月２７日（「弥生も末の７日、曙の空朧々とし

て・・」）、芭蕉４６歳であった。

千住大橋（１５９４年、隅田川に最初に架かった橋、家康の

命でこれに取り組んだ「関東郡代・伊奈氏については、後に

触れる」）のたもと、芭蕉が舟から上がったと思しき処に、

＜千住宿入り口・芭蕉旅たちの像＞「奥の細道矢立の碑」があった。

“行く春や 鳥啼き魚の 目は泪”、「これを矢立の初めとして・・」とつづく。

それにしても「・・魚の目に泪」とは「どうも妙な取り合わせ？だよね」と言ったら、克

ちゃんが、すかさず「これは杉風のことだ」と解説してくれた。杉風は魚屋で「杉風も別

れを惜しんだ」ことにかかっている。克ちゃんの「学」の深さが顔を出した。

（＊蕉門十哲の一人、杉山杉風は江戸生まれ、鯉屋藤左衛門・市兵衛（別号を採荼庵・荼舎・・・隠居し

て一元）、日本橋本小田原町に住み、家業は「幕府御用の魚問屋」、屋号は「鯉屋」、深川の別荘を芭蕉に提

供（芭蕉庵、採荼庵）、芭蕉のパトロン。

芭蕉はその篤実な人柄を愛し、「去来は西三十三国、杉風は東三十三国の俳諧奉行」と言った、と伝えられ

ている）、（別れを惜しんで鳥も魚までも泣いている・・なんて注釈にお目にかかるのは勘弁して！）

１１）昔ながらの千住宿・やっちゃ場

千住宿の南入り口にある「芭蕉旅たちの像」を過ぎると、一挙に江戸時代そのままの町並

みとなり、家々に昔の「屋号」と説明書きが出ている。

此処は通称「やっちゃ場」と言われ、かって３０数軒の青果

物問屋が近郊から運びこんだ野菜を威勢良くセリにかける声

が響き渡っていた、その掛け声が「やっちゃ・やっちゃ」と

聞こえたことから名づけられたという。

古くは、戦国時代末期、旧陸羽街道（日光道中）の両側の青

空市場から始まり江戸、明治、大正、昭和（１６年末）、東京

に青果物市場が出来るまで、江戸、東京へ青果物を供給する

一大市場だったという。

通りの両側にある看板をカメラに収めるのに、松尾は大童だ。

我々も道を挟んであっちこっちと覗き歩くのに忙しい。＜このような看板があちこちに＞

今も活発に生きている町なので、年寄りがうろちょろし過ぎてはどうも危なっかしい。

車も時々はやってくるんですから。
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１２）江戸時代と今日が混然と共生？

「やっちゃ場」を過ぎると高札場跡、問屋場跡、貫目改所跡、・・本陣跡などの看板・標識

が目に付く。「千住・センジュ宿」は宿内の勝専寺に

ある「千手観音」に因んで名づけられたと言われる

が、日本橋から 2 里８町（８．７Ｋｍ）品川、内藤

新宿、板橋と並んで江戸四宿の一つ、水戸街道との

分岐点でもあったため、江戸末期では、本陣１、脇

本陣１、遊女の置ける旅籠５０余、家数２３７０、

人口９４６６人を数え、４宿の中でも最大だったと

言われる。奥州列藩の藩主の駕籠も通った。

＜この生きた博物館？くもの巣城？＞江戸を出ての最初の宿は殊に地方と江戸との文化、

産業などの接点であり、江戸人の遊興の地でもあったようだ。

１粁余りも続くかと思われる、この通りの、何とも表現の仕様もない古びた建物の外側に

は３０階を超すだろう近代的なマンション？が幾つも頭を覗かせているのが、いかにも奇

妙で不思議である。（＊千住宿は後に本宿の南北に南千住宿・下宿、北千住宿・新宿が合宿

されて宿の長さは２．４Ｋｍにもなる細長い宿だが）

日本橋で修行した克ちゃんはこの辺りまで足を延ばしたことがあるらしく、喫茶店だの妙

な劇場などをちゃんと覚えている。この通りは６０年前とそれほど変わっていないという

ことでもあるか。東京芸術大学や森鴎外旧宅跡の表示、骨接ぎの代名詞と言われた「名倉

医院」が今も厳かに門を構えていること等を見ると、

成る程、千住宿が江戸の文化の先端だったか、と感ず

るところがある。

「千住宿」の中ほど、小さな空き地、本町公園なる

ところで休憩。疲れちゃったよ。

腹も減った。佐薙リーダーによれば食にありつけるの

はまだまだ先らしい。

すると松尾が何処で仕入れたか大福を振舞ってくれた。 ＜今も現役・名倉病院＞

気が利く！カメラマンと言うのは、あっちこっちと目ざとく目を配っているものかな。

その土地、土地の名物を賞味するのは松尾の特技、東海道の草津では「うばが餅」をたん

まりと仕入れてきて、激励してくれたことがあった。

此処の大福、「槍かけだんご・かどや」のものかどうか確かめる前に胃袋に納めてしまって

申し訳なかったが「徳川光圀」が千住宿を通ったときに「槍をかけた松」があり、これに

因んで、今も団子を造っている店があった。ああ、満足、満足。これで暫くは頑張るぞ！

１３）「毛長川」という国境（くにざかい）を渡る、火あぶり地蔵は悲しい

千住新橋で荒川を渡り、淡々と北を目指して歩く。やがて「竹ノ塚」、春日井が新婚早々居
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を構えたところだ。オーション一同で押しかけたことを

思い出す。

まだ、足立区です。竹ノ塚から保木間の境目くらいに

「法華寺」という「江戸時代に小塚原刑場の死刑囚の菩

提を弔った寺」があったが、通過した。

松尾と宮さんが回向院に立ち寄ったことだし・・。

足元の確かなうちに「そば屋」で昼食。

＜荒川を渡る＞ 元気を取り戻して、実に平らなところを淡々と進む。

そして「毛長川」という、水の澱んだ川に来た。

（不思議な名前だ。この川沿いに、ご神体に女性の髪の

毛を祀る珍しい神社があるそうだ。その女性とは素戔鳴

尊の妹姫という説があるという。そう言えば千住大橋の

手前に素戔鳴尊神社があった。神代のことは良くわから

ない）

ここが、東京都足立区と埼玉県草加市との境だ。

あっけない。大きな河や山脈が国境になることもあればどう

してこんな一跨ぎ程の溝が？ということもある。

中山道の美濃と滋賀の境は「此方の寝言」が隣の国へ聞こえ

る近さだった。この川はそれでも１級河川、川口市安行に発

し、草加の西端から南端を東に流れて、足立区花畑で綾瀬川に＜けなが川・（国）境の川＞

注ぐもので、両岸には縄文期から平安期にかけての遺跡が集中しているという。

“行く秋や 江戸と別れの 毛長川”（宮）

「火あぶり地蔵」に頭を下げる。

（仲のいい母と娘、家が困窮し遂に娘を奉公に出す。親孝行で働き者の娘は奉公先でも可愛がられる。何

年か経ったとき、母が重病に倒れる。娘は主に対して暫くの暇乞いをするが主は頑としてこれを許さない。

この間にも母の病は重くなる。悩みぬいた娘は遂に主の家に火を放ってしまった。「火付けの罪は火あぶり

の刑」、哀れんだ村人達が堂を建て地蔵を安置して供養をした。よくある話だが、今の軽い世相で起るもの

とは違うように思える）

１４）娘・おせんが茶屋で団子の残りを焼いて売ったのが 「そうかせんべい」の始まり？

草加宿入り口に「今様草加宿」という標柱。「今様」とはどういう積もりか？「今風に、ゆ

っくりと、スローライフのお勧め・・、という趣旨だそうだが、どうも些か違和感？を覚

える。宿内に向かう。

予習を良くする宮さんが「あったあった！」とご機嫌だ。

７～８０坪ほどの「おせん茶屋公園」が木造のベンチとトイレを構えて現れた。
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宮さんによれば物語は次の通り。

「かって日光道中草加松原では旅人相手の茶屋に「おせん」という娘が居た。

この「おせん」の作る団子は旅人達に評判だった。おせんは売れ残った団子を川に捨てていたが、ある日、

それを見た武者修行の侍が「団子をつぶして天日で乾かして焼餅として売っては」と教えた。おせんは早

速売り出したところ大評判になり、日光道中の名物となった」というお話。

そうかそうか！と早速、辻向かいの古風な看板の「源兵衛せんべい」に入り込み、土産を

確保した。古風といえば、薄くらい店の奥から現れたお方は何と８０歳半ば？醤油の沁み

こんだ店の風格とよくお似合いの女将さん、「おせん」さんの何代目かと神々しかった。

土産が出来たぞ！せんべいをリュックに詰めても重みは感じない。気分の方が軽くなった

せいか。

せんべい屋の直ぐ先に草加市の観光案内所があり、松尾と２人、つい、引き込まれる。

先の「おせん」さんの話を確かめる。宮さんは行っちゃった。

案内所のボスと思しき御仁、「ああ、それは俗説ですね」と誠に素っ気ない。

じゃあ、真説はどうなんですか？貰ったパンフレットを幾らひっくり返しても出ていない。

ただ、「・・江戸時代に利根川沿岸で醤油が醸造されるようになると焼きせんべいに醤油が

塗られるようになった。草加でせんべい作りが盛んになったのは良質な米と水があり、醤

油が身近にあったから。現在も７０店舗以上のせんべい屋がある」という。はいはい。

駅の売店でもスーパーでも親しくお目にかかれて有難い。益々のご繁盛を。

“煎餅の 諸説紛々 秋の声”（宮）

１５）芭蕉翁も“疲れちゃった”ですか？！

日光道中は綾瀬川河岸に出た。案内所を素通りした３人がその角にあるもう１つの「おせ

ん公園」で待っていた。「それは俗説です」を報告した。

右に曾良の像、左に芭蕉の像があり、札場河岸公園なる表示もあ

る。だが、ここの芭蕉翁の像はどうも「冴えない」感じだ。

千住で舟をあがった芭蕉は次のように書き残している。

「ことし元禄二（ふた）とせにや。奥羽長途の行脚、只（ただ）かりそめに

思いたちて、呉天（ごてん）に白髪の恨みを重ぬるといへども、耳にふれて

いまだ目に見ぬ境（さかい）、もし生きて帰らばやと、定めなき頼みの末をか

け、その日やうやう早加（草加）という宿にたどりつきにけり。痩骨（そう

こつ）の肩にかかれる物に先ず苦しむ。只身すがらにと出でたち侍るを、紙

＜札場河岸公園・矢立橋に立つ＞子（かみこ）一衣（いちえ）は夜の防ぎ、浴衣・雨具・墨・筆のたぐひ、

あるはさりがたき餞（はなむけ）などしたるはさすがに打ち捨てがたく、路次の煩（わずら）ひとなれる

ことわりなれ」と。

４６歳の芭蕉、今で言えば６０歳代か、千住宿から２里８丁、「痩骨の肩にかかれる物に先

ず苦しむ・・」、お疲れさま。お供の曾良は荷物を担いでくれなかったの？ 頑張って！

“芭蕉像 見据える先の 萩揺るる”（宮）
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１６）綾瀬川、松並木、矢立橋、百代橋

綾瀬川に沿って１．５Ｋｍにわたる松並木、なかなか見事だ。江戸時代には「草加松原」

とか「千本松原」と呼ばれ、緑の回廊を作り、日光の杉並木と肩を並べる名所、植樹時期

は天和年間（1681～84）に関東郡代・伊奈半兵衛が綾瀬川を開削したときというのが有力

な説のようだ。

こうなると、「伊奈郡代」の事績、

関東平野における川筋の変遷など

に触れたくなるが、も少し先のこ

とにする。

（現在の桶川市小針領家を起点として草

加を通り、東京都葛飾区で中川に合流す

る全長５０Ｋｍ弱のこの川は、かっては ＜月日は百代の過客・百代橋＞、

荒川（現在の元荒川）の主流だったこともあるように ＜足元の覚束無い過客、約１名・松尾の評＞

兎に角、流路を変え、名前を変え、今の姿とは大分違っていたようだ。緩やかな勾配、江戸時代、途中に

堰を造ることが禁じられたこともあり、舟運が発達、江戸との物資輸送で賑わった。（江戸からの肥料（人

糞）の運搬・肥船が多かったのが特徴だったとか、周辺に農地の開発が進んでいたのだ。

緩やかな流れ、緑の松原を歩いていると「日本の道・百選」にも選ばれたということが、うなずけるが、

１９８０年から１５年連続でなんと一級河川の汚染度・全国ワースト１だったというのだ。その後、荒川

から水を引くなどして大分改善しているようでありがたい。川を支配、管理する行為は今でも不断に続け

られている）

１７）「日高屋」での反省会、２時間

午後４時に営業している「会場」を探すのは、そう容易ではない。この道に独特の嗅覚と

熱意のある治郎は今日は不参加だし・・。

すると宮さんが流石、地元、「野口英世１枚で大体間に合う店がある」と言い出した。

その店は越谷駅の直ぐ前に陽の高いうちから堂々とオープン。威勢の良いお兄ちゃんが歓

迎してくれた。お勧めメニューなどは賑やかに壁に貼ってあるが、まだ他に客は居ない。

注文すると程よいテンポでボリューム十分なお皿が

出てくる。宮さんの予言？が次第に現実味を帯びて

くる。

反省会でどれだけ反省したか? 覚えていない。反省

材料の提供者が１人（１/６）減るだけで、こうなる

とは。共通の研究課題も出なかった。恭リーダーの

１２月ホノルルマラソン再出場、それに備えてのト

レーニングとウオークのスケジュール調整など前向

＜東武・越ケ谷駅前、お陰様で無事到着＞きで、元気な八十老一同でありました。
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（飲食の中身もまたさっぱり記憶にないが（日高のマークの付いた日本酒が出たことは覚えている）餃子、

炒め物、揚げ物、そら豆、地元産？の葱を使ったつまみなど、なかなか好評、大いに満足、歓談は尽きな

かったが、たっぷり２時間、今や店内は務めかえり？の客で溢れんばかり、席を開けよう。

宮さんの予言通りで、２枚には到底届かなかった。改めて、おいしかったな。この「日高屋」、「熱烈中華

食堂日高屋」の看板で本社を大宮に置き、チェーン店を展開、埼玉県内だけで１００店舗はありそうだ。

これなら、宮さんがお世話になっていても不思議ではない。神奈川に４０余、千葉に２５、東京には２０

０余り、一大チェーン店だ。全く知らなかったとは、８０年も生きてきて何事か！ただし、栃木県には何

故か小山市に１店舗しか見つからなかった。第４日目以降の反省会はコストが上がるか？）

“芭蕉翁 偲び千住の 秋惜しむ”（宮）

“やっちゃばに せり声消えて 秋さびし”（宮）

“松並木 ゆるりと歩む 秋日和”（宮）

＜秋三題＞

（２） 平成２４年１０月２９日（月）晴 越谷宿 春日部（粕壁）宿 杉戸宿 幸手宿

佐薙 鈴木 松尾 宮川 石和田 距離 24.0 時間 7Ｈ55ｍ（6Ｈ45ｍ）歩数 39.000

（５：４５・新検見川、６：０６西船橋、６：４６南越谷 ６：４８越谷着）

６：５０ 越谷駅集合 ６：５０ 越谷駅発 ６：５５ 日光道中ウオーク開始

高札場 大沢橋（元荒川） 本陣・問屋跡大松屋 （３脇本陣は４９号沿い）

７：３０ 宝性寺 宮内庁埼玉鴨場 稲荷神社 香取神社 上原家（秋田屋・八軒茶屋

の１つ）せんげん台 千間堀（間久里川、会之堀川に沿って真直ぐ進む）

８：２０ 大枝香取神社 歓喜院 会之堀橋 備後南 備後 備後北 備後一里塚跡

善巧寺 八坂神社

９：３０ 春日部（粕壁）宿 脇本陣跡 本陣跡 関根名主、多田名主 見川名主跡（何

れも本陣を勤めた）最勝院入り口 高札場跡 新町橋（大落古利根川を渡る）

小渕の一里塚・青面金剛 小渕南・関宿道分岐点 小渕

１０：００ 観音院 北緯３６度Ｃ地球儀 香取神社 九品寺 香取神社（実に多い）

１１：１５～４５ 昼食「手打ちそば・ふるさと」

１２：００ 杉戸宿 名主問屋渡辺家跡 東側脇本陣 本陣長瀬家 西側脇本陣 名主問

屋大塚屋跡 高札場跡 名主問屋堀江家跡

１３：１０ 茨島の一里塚 高野台東 御成街道追分（日光道中・日光御成街道合流）

志手橋 田螺不動（恭リーダーの緑内障回復祈願！） 神明神社 高札場 幸

手宿入り口 一色稲荷神社

１４：５０ 幸手駅着 反省会（於・日高屋）
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１）秋晴れ、その理由は？

１０月も下旬となると年寄りの服装はやや大袈裟にな

る。「寒がりん坊・種子島育ち」の顔は今回も見えない。

寒さにネを挙げたわけではなく、横浜・Ｍ病院、最愛

のトトコさんの言いつけに素直に従ったまでだ。

今日の天気も実に良い。すっかり晴れ上がった。

前回、「反省会」とやらで大変愉快に歓談したのは、た

った１０日前だった。

また、顔を合わせ得たことに感謝しつつ、今日は６里 ＜越谷駅改札口・ＡＭ７：５０＞

余りを歩く。

２）囲われた緑の空間、環境保全に一役？「宮内庁埼玉鴨場」

宮内庁○○・となると、大抵は塀で囲まれていて近づきにくい。東海道の庄野宿と亀山宿

の中間、能褒野に日本武尊を埋葬したという一角が宮内庁管理の立て札を立てて余人を遠

ざけていた。

此処は「鴨場」という。今時！？と思わぬでもな

いが、まあ広い緑地がある、ということで良しと

しようか。「鴨場」であって「鴨の猟場」ではな

い。広さは１７．６ヘクタール余り、今でも偶に

は皇室関連の行事のほか、日本に駐在する外交官

＜宮内庁埼玉鴨場＞ や賓客接遇の場として、用いられている。

鳥を傷つけない伝統的な鴨猟を紹介し、それを通じて日本の自然、伝統・文化・歴史を感

じてもらう機会としているという。（＊訓練したアヒルを使い、猟者が潜む直線的な細い水路に誘導

し、飛び立つ瞬間を網で捕獲する。水路で飛翔方向が限定されるため、網を張るだけで子供でも容易に捕

獲可能、その後、捕獲した鴨は国際鳥類標識調査に協力するため種類、性別などを記録し、標識（足環）

をつけて放鳥される、そうだ。まあ、いいか）

“初鴨の 休みをるらん 森深し”（宮）

３）春日部の呼び名、古刹・最勝院、（粕壁・糟壁とは）

コンビニ、ないか！水分補給。言い出しっぺは「五体不満

足」の役割。拒まれることはない。

正面に古刹の山門。最勝院には、当地の名前の由来といわ

れる「春日部氏・春日部重行」の墓がある。遥拝で済ます。

（＊春日部重行は南北朝時代、新田義貞の家臣で当地を領地とした

ことから、その地名が生まれたという。

当然ながら春日部重行は南朝・後醍醐天皇の臣下として、北朝・ ＜最勝院・春日部重行の墓所＞
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足利尊氏軍と京都で戦うが敗れ、自刃。遺骨は長男の家縄が春日部に持ち帰り、最勝院に埋葬した。また、

此処最勝院は三代将軍家光の遺骸を日光に運ぶ途次、一時安置したお寺だそうだ）

ところで、江戸時代初期から明治の初めごろまでは、糟壁、糟ケ辺、或いは粕壁などと呼

ばれていたという。（＊何故か？その由縁を調べてみたが徒労。まさか酒糟、味噌粕を壁に塗りこめた

わけでもあるまいが・・。「春日部」は「春日」と「部」の合成。「春日」とは大和時代の雄略天皇の皇女、

春日大娘（カスガノオオイラツメ）、「部」は 4～5 世紀の頃、大和朝廷が朝鮮から学んだ「人民を居住地や

職業によって新たな集団に編成、支配する方式」の「部民の部」との説をとろう。しかし、何故「春日」

と「部」をくつけたか、小生には皆目分らない）

４）大落古利根川、何を語るか？

最勝院前を右に曲がり「大落古利根川」（オオオトシフルトネガワ）を渡る。

碧空を映して水もまた青し。（松尾のカメラは性能が

良い、いや腕もだよね）ここまで、千住で隅田川を

渡り、荒川、元荒川、毛長川、綾瀬川、そして

今、大落古利根川を渡った。木曽路で見た川とは違

い、水は平地をゆったりと流れている。

「落し」とは（水を落とす意から）「農業用の排水路」

を言うようだ（実際には取・排水の機能を持つが）

＜田圃の水を集めてゆったりと流れ下る＞ 周辺に農地が開発されて行ったことを物語る。

武蔵国と下総国をほぼ北西から南東に流れ下る幾筋もの河川は、みんな人の手により、開

鑿、付け替え、築堤された河川だ。（古とか、旧、元、新などという呼称がそれを伝えてい

る。名前が変わることもしばしばある）

あと何本かの川を渡ったら「河・川」のまとめ？をしてみたい。

５）青面金剛（しょうめんこんごう）と庚申信仰

日光道と関宿道の分岐点・追分、大小 2 つの道標を撫で回しな

がら、何とか読む。小さな道標には「右方せきやど道」「左方あふ

しう道」。大きい方には正面に「青面金剛」左面に「左日光道」と

刻まれている。「せきやど道」、「あふしう道」とあるのは何だか嬉

しい。

“おい、青面金剛ってなんだ？！”・・答がない！宿題だな。

（＊さて、「青面金剛」とは？「庚申信仰」の本尊様だそうだ。

これまでの街道歩きで「庚申塚」とか「庚申塔」というものには嫌というほ

ど出会ってきた。しかし、「庚申」とは「干支の組み合わせで６０日ごとに回

ってくる禁忌、縁起の悪い日を何とか無難に過せるように、と夜明かしする＜青面金剛と刻まれた石柱＞
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部落の行事・祈りの証し」（＊全国にある石仏で一番多いのは庚申塔で次いで馬頭観音、地蔵、道祖神だと

いう。さもありなん！）くらいとしか考えて来なかった。

受け売りながら少し横道に入る。

＊「庚申信仰」は中国の「道教」の説く「三尸説・さんしせつ」をもとに仏教、特に密教・神道・修験道・

呪術的な医学や日本の民間の様々な信仰や習俗などが複雑に絡み合った複合信仰だそうだ。

＊「道教」では、人間の体内には三尸（さんし・しかばね）という３匹の悪い虫が棲み（上尸清姑、中尸

白姑、下尸血姑で、上尸蟲は人の頭に住み、目を悪くし、顔の皺をつくり、髪の毛を白くする。中尸蟲は

腸の中に住み、五臓六腑を害し、飲食を好ませ、下尸蟲は足に住み、精を悩ますという）、人の睡眠中にそ

の人の悪事をすべて天帝に報告に行くという。天帝は司命道人に命じて、その人の罪科に応じて命を縮め

るという。そのため、三尸蟲が活動するとされる「庚申の日」（６０日に 1 度）の夜は、眠ってはならない

とされ、庚申の日の夜は人々が集まって、徹夜で過すという「庚申待」の風習があった。

この「庚申の夜には謹慎して眠らず過すという守庚申・しゅこうしん」が８世紀末には日本に移入され、

平安貴族の間に広まった。鎌倉時代には上層武士階級へ、江戸時代には近隣の庚申講の人々が集まって夜

通し酒宴を行うという風習が広く民間へも広まった。

＊ 「庚申・かのえさる・こうしん」とは、言うまでもなく干支（十干十二支・かんし・えと）の６０通

りある組み合わせの中の 1 つで、年にも月にも日にも当然ある。

陰陽五行説では十干の「庚」は「陽の金」、十二支の「申」も「陽の金」で「庚申」は比和（同気が重なる）

とされている。年では・西暦年が 60 で割り切れる・年、月は・60 ケ月・5 年で割り切れる・月、西暦年

の下１桁が３と８、十干が癸（みずのと）と戌（つちのえ）、今年・２０１３年は癸巳で該当する）の 7 月、

さらに「日」は６０日ごと・が夫々相当する。

これらの年、月、日は金氣が天地に充満して、人の心が冷酷になりやすいとされた。（しかし、年、月の庚

申には滅多に出会わない。今年・２０１３年はどうか？要注意かも！）

この庚申の日には禁忌行事を中止するという信仰が、日本には古く上代に体系的ではないが移入された。

＊さて、この庚申信仰は、15 世紀後半になると、仏教と結びついた。神仏習合のもとで仏教と結びついた

信仰では、諸仏が本尊視され始めることになる。室町時代の後期からは「庚申・供養・塔」や「碑」が建

立され始めるのだが、江戸時代に入ると庚申信仰には様々な彫像、画像、石像、文字などが造られ信仰の

対象とされた。

＊愈々「青面金剛」の登場である。

青面金剛は庚申信仰の本尊である。

左の彫像は平安時代の後期に造られたといわれる東大寺の「木造青面

金剛立像」で古い時代の代表（重文）といわれている。六臂で剣をも

ち、蛇が身体に巻き付いている。何だか明王に似ている？

その後、鎌倉、室町を経て、江戸時代には様々な造形が編み出された。

ざっと調べてみると、腕の数は２，４，６，８本、頭髪を逆立てたも

の、僧形や頭巾姿もあり、表情も忿怒の相から慈悲の相まで、周辺に

日、月、猿、鶏、悪魔を踏みつけたものなど実に多様・多彩だ。
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この「青面金剛」が「災いの虫を、悪霊を防いでくれる」のである。

猿との組み合わせは、庚申信仰が神道の猿田彦神とも結びついたことを現す。

「猿」は神の使いで登場するのだが、これが庚申の「申」に通じ、猿田彦が

「塞の神・さいのかみ」（邪霊の侵入を防ぐ神、行路の安全を守る神。村境な

どに置かれ、良縁、出産、夫婦円満の神とされた）と同一視され、これを「幸

神」と書いて「こうしん」と読めたことなどによるという。また「道祖神」

も道路の悪霊を防いで行人を守護する神で「さえのかみ」という。街道の傍

らに「塞の神」、「道祖神」が多くある訳を改めて感じさせられる。

＊ 青面金剛はインド由来の仏像ではなく、中国の道教思想に由来し、日本

の民間信仰の中で独自に発展した尊像（各地にある青面金剛の像容は何百種

とあるが）であると先に述べたが、民俗学、博物学者の南方熊楠によれば、

インドのヴィシュヌ神が転化したものではないか、という。青い色もお釈迦

様の前世に関係している、とも言われる。まあ、そういえばインドのヒンズー＜３猿を従えた青面金剛＞

の神に似ているようにも見えてくる。

＊ 青面金剛は「伝尸・でんし」を駆除すると信じられていたようだ。それが庚申の夜の「３尸蟲」の悪

さ！を止めてくれることに繋がった。

「伝尸」とは？聞いたことがない。「尸・し、しかばね」とは、何とも嫌な文字、これは「肺結核」の呼称

だそうだ。我々が時代劇で聞くのはせいぜい「労咳・ろうがい」くらい。古くから恐ろしい伝染病で「伝」

と「尸」が並べられたのか。

だからこそ「青面金剛」の有難さというものだろう。（我が家では敷地の北西の角、栢の古木の下に「お

こじんさま」という小さな石塔があり、正月になると注連縄を乗せられていたが、今日にして思えば、こ

れは「庚申様」だったのだろう。）

６）山門の下は通らないで！

久々に古刹、克ちゃんが先頭を切って山門に近

づくと、何と縄が張ってあって通行止め。

粗末な説明書きには「先の東日本大震災で被害

があり倒壊の危険がある。山門の外側を通るよ

うに」とあった。風雪に耐えてきた佇まい。

見上げる。何時ひと揺れ来ないとも限らない。

大急ぎで左側を迂回し、境内に入ると、流石は

＜楼門・仁王門をバイパス、本堂前へ＞ 古刹、正嘉 2 年・１２５８年の開基で雰囲気

は落ち着いている。いずれ山門は補修されよう。お賽銭を奮発して、家内安全を祈った。

“毛（も）のいへば 唇さむし 秋の風”なる芭蕉の句碑、此処で詠んだのかなあ。

“野分をも 耐えて立ちをり 仁王像”（宮）仁王像、損傷が痛ましい。
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７）権現、御岳、永平寺・・、北緯３６度線

まっすぐな道で顎を出しかかった時、突如歩道の真ん中に丸い構造物、水飲み場かと思い

きや「北緯３６度地球儀」とあり、色々と「杉戸宿」について説明している。

ここは丁度北緯３６度に当たるらしい。

赤道を跨ぐとか南北朝鮮を分ける 38 度線

ともなれば興奮もしようが、今、北緯３６

度に立つという感慨は余りない。

まあ、一休みはありがたい。

かって、“ミュンヘン、サッポロ、 ＜すきすきすぎーと３６＞

ミルオーキー“なんてのがあった。それに倣って地球儀を回してみると＜杉戸宿案内板＞

テヘラン、杉戸、ラスベガス。冴えないこと！

しからば、と、日本地図に物指しを当てると東は丁度鹿島（神宮）。西には（八ツ岳）権現、

（木曽・奈良井・鳥居峠の西に）御岳、（福井の）永平寺となった。“ゴンゲン、オンタケ、

エイヘイジ”、これなら多少はサマになるか！何を寝ぼけたことを・・。

案内板を眺めていた恭リーダーが“筑波は見えるか？”と。

物陰に隠れて、無理、そのうちに。地球は丸いし、背も低いからなあ・・。

８）お待たせ、「手打ちそば・うどん・ふるさと」、治郎に好天への感謝？！

格好の店が見つかった。時間はやや早いため、店内はまだ静かだ。

席を占めて落ち着き、雰囲気を味わう。これを治郎に伝えよ

うと５人が代わる代わる話す。

「疒 と寺」の処置の予後に慎重を期す治郎への激励、慰め、

賞賛？だが、5 人５様に「絶好

＜手打ちそば・うどん

ふるさと の店内＞

の天気を齎してくれたこと」

への感謝も伝えた。 ＜辛味ツケそば＞

本人がどれだけ「その真意」を覚ったかは疑問？ ＜ンマかったなあ、満足、満足＞

“新蕎麦の 張り紙嬉し 暖簾入る”（宮）

中山道、籠原・新町間の「六助うどん」を思い出して、実に懐かしかった。

９）旧宿場の面影を残す杉戸宿をすぎ、あと一息！

「ふるさと」さんのお陰で元気が出た。

大落古利根川に沿って江戸時代の名残を伝える杉戸宿を行く。

「杉戸」とは「日本武尊が東方征伐をしたとき、利根川から上陸するさい杉の茂る溝（水

門）があり、杉門（すぎと）と名づけた」ことに由来する、という。
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宿場自体は近郷の郷村を集めて 1616 年に成立。幕末の宿の往還には本陣１、東・西脇本陣

１、旅籠４６、宿内家数３６５、人数１６６０余りとあり、

今も 16 町という細長い街道の両側には古風な民家（現役の

酒蔵もある）や本陣、脇本陣、高札場跡、名主問屋屋敷跡な

どの表示がかなり丁寧に出されている。

ただ、日光道中は何処もそうだが、「曲り角」のない宿場を

歩くというのは、どうも“のっぺり？”としていて、足を止

めにくい。並の速度で通過しました。 ＜杉戸宿・酒造の看板も＞

１０）将軍日光御成街道と合流、幸手宿へ、螺不動へ祈願。

御成街道と合流して４～５００米、漸く幸手駅入り口、左に曲がれば今日の終点、という

ところで、右側に「眼病にご利益がある」という「螺

不動がある、恭リーダーの眼疾が治るようにお参りし

よう」と相成った。

“皆、本気で祈るんだぞ！恭ちゃんの目がいかれたら

ウオークもおしまい“とポケットのお賽銭を探りなが

ら境内に入る。

＜螺不動と神明神社が同じ境内に＞ ところが、正面にも左側にもお社とお堂があった。

お参りを済ませて出てきた面々、実はどっちが「螺不動だったか分らなかった」ともらす。

これじゃ？、でも両方に一生懸命お祈りしたんだから、お願いします、明神様、不動様。

１１）再びの「日高屋」・反省会

幸手駅到着午後２時５０分。如何に、秋とはいえ、まだ陽は高いが反省会場を探すのには

何の心配も要らない。大抵は良く目立つ好立地だ。

メニューから選ぶのも容易。記憶力の良い（殊に食

について）松尾がすらすらと注文、当方は待つだけ。

だが、越谷店であったものが全て此処でもあると言

うわけでもないようだ。店長の裁量の余地があるの

かな。値段についてはご心配なく、有難う。

年内はあと

＜幸手駅到着、このまま帰る？＞ １回かな。

何しろ、リーダーはまた１２月に“ホノルル“を走

るという。やってくれるワイ！次は治郎も参加する

だろう。

“帰り道 満月高く 輝けり”（宮）

秋だからと言って！随分遅くまで反省したんだなあ。 ＜馴染み？の日高屋さん＞
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（３） ２０１２年１１月２０日（火）晴 幸手宿 栗橋宿 中田宿 古河宿 野木宿

間々田宿

佐薙 鈴木 高崎 松尾 宮川 石和田 距離 24.0 時間 8Ｈ35ｍ（7Ｈ35ｍ）歩数 40400

７：２５ 幸手駅着・発 陣屋道 日光道中へ 幸手宿・問屋場跡 本陣知久家跡

７：４０ 聖福寺 正福寺 権現堂桜堤望見 内国府間（うちごうま）外国府間

行幸橋（中川）権現堂川岸 小右衛門一里塚 かも、かも 川通神社

会津見送り稲荷 栗橋宿・脇本陣跡 本陣跡 八坂神社 栗橋関所跡碑

１０：２０ 利根川橋（松尾合流） 中田宿・房川（ぼうせん）渡と中田関所跡

鶴峰八幡神社 光了寺 本願寺

１１：１５～ 昼食・俵屋うどん

１３：１５ 古河宿（下総・茨城）古河城御茶屋口跡 御馳走番所跡 問屋場跡碑

古河城入り口分岐点 高札場 本陣跡 脇本陣跡（曲の手通り）日光道中

道標 松原出口と枡形跡

１４：１０ 野木宿（下野・栃木）野木本陣跡 問屋場跡 脇本陣 満願寺 十九夜塔

１４：２０ 大平山道標 神社「十九夜」・「馬頭観世音」猿田彦大神

１４：５０ 松原・友沼 友沼八幡神社 乙女一里塚跡 若宮八幡宮 仏光寺

１６：００ 間々田宿・間々田駅入り口 反省会（小山・日高屋にて）

１）漸く６人集合、あれあれ松尾が居ないぞ！？

久しぶりに治郎も参加し、全員そろっての第３日目は１１月６日と決まった。

それが、何故か雨で延期、誰～れだ！？

手帳に書き込むスペースがない程多忙な御仁も

おり、やっと歩調が揃ったのが本日。

松尾は「電車に遅れたから先で待つ」と克ちゃ

んの携帯に連絡してきた。実はこのテは克ちゃ

んが甲州道中で使った秘策？である。

それにしても、どうも東京都（町田市）と言う

所は電車の便が良くない！

早や冬の陽射し、まあ、今回は誰も アイゼン

＜幸手駅集合・冬支度、宮川写＞ を忍ばせてはいないようだが何枚も着込んでの

お出まし。北へ向かって進む。

２）「幸手」とは？ 雷電神社！宿の外れに正福寺（「義賑窮餓之碑」）あり

相変わらず名前の由来にこだわる。ここでも「日本武尊」が登場してきた。

縄文、弥生時代のこの辺りは古東京湾の入り江が大きく入り込んだ地形で、海抜の低い「幸

手」辺りは大部分が海。そこに「薩手か島」と呼ばれる島があり、日本武尊が東征の折に
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上陸、田宮の雷電神社に農業神を祀った、という伝承があり、「幸手」はこの「薩手」に由

来すると伝えられている。

＊それにしても、前述した「杉戸」の由来にしても日本武尊の伝承からだ。日本武尊が東征の際、浦賀水

道・走水の海（妃弟橘媛の投身に救われ）を渡って房総半島に上陸、常陸国まで攻め上り（果たしてどこ

まで北上したかは定かでないが、常陸までとしておこう）、その帰路、この辺りを通った？甲州道中で甲府

の「酒折宮」に日本武尊が東征の帰路立ち寄ったという伝承があったが、神代のこと、目をつぶって「日

本武尊は杉戸、幸手の辺りから西へ秩父を越えて甲斐国に出た」と

しておこうか。

「雷電神社」とは何だか現代風の名前だが、雷と稲妻は古

代人にとっては訳の解らない恐ろしいものであった筈だ。

ここの祭神は「別雷之命・わけいかずちのみこと」「倉稲

魂命・うかのみたまのみこと」と「菅原道真」の３柱と書

いてあった。

＊ 神社の由緒書きには第１１代垂仁天皇の１０年のある日に天地が＜雷電神社は遥拝・クワバラ・・＞

振動雷鳴し、水田中に身の丈７寸余りの黄金の御神像が天から降り（神様は天から降りてこられる、仏様

は示現される）、村民は誰もが驚き、一社を建立した・・とある。

日本武尊は第１２代景行天皇の皇子だから、当たり前だがツジツマは合う。

「別雷之命」は「雷を別けるほどの力を持つ神」、「倉稲魂命」は「食物、殊に稲をつかさどる神」とされ

る。神代のことは兎も角「菅原道真」は「藤原時平の讒言により太宰府へ左遷され、配所で非業の死。死

後は様々な怪異が起り紫宸殿は落雷で焼失、これは道真の怨霊、祟りだと恐れられ、道真の御霊を祀るこ

とが盛んに行われた。道真の怒りは雷（いかずち）にもなったのだ。

また、雷神は水との関わりが深いため特に農民からの信仰を集めた。雷の多い北関東の民・百姓の願を現

しているように思える。

直ぐ先には「聖福寺」、「正福寺」と２寺が並び、「正福寺」には、天明３年・１７８３年の

浅間山大噴火による大飢饉に際し、米や金を出して幸手の民を救った２１名の義人を讃え

て・「義賑窮餓之碑」・がある。

こういう話（義を重んじ、義に生きる）には、直ぐ惹かれるのだが、街道がその手前で右

曲しているので、入り口で深々と頭を下げて通過し、権現堂川・河畔を目指した。

３）権現堂川、鴨が安らぐ水面、鳥博士の観察！

「権現堂」とは、この地に「熊野権現社」「若宮権現社」「白山権現社」の三つの神社を一

緒に祀った旧い神社があったことに由来するという（また地名の由来か？！）

「権現堂川」は江戸時代、地元を離れた江戸などでは「利根川」と呼ばれていたという記

録もあるそうで川の付け替え、名前の変更など、実に目まぐるしいものがあったことを物

語っている。

かって、舟運で江戸への物資輸送に大きく貢献してきた権現堂川、江戸後期には河畔問屋
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が何軒もあり、高瀬舟、積荷船で賑わったこの川も大正１５年に栗橋流頭が締め切られ、

昭和２年に西関宿地先が締め切られ、ついに川ではなく「権現堂調整池（行幸湖）」になっ

た。依って、今や「鴨が羽を休める」静かな湖となり、湖の左岸には「河岸問屋」ならぬ

工業地帯が拡がっている。

湖岸を歩く吾らの足音に目覚めて？１０羽、１５羽と鴨の群れが次々と飛び立ち、静かな

湖面に水紋を描いて着水する。

ここで、恭リーダーの双眼鏡観察に基づく説明が始

まった。彼はアメリカ滞在中の少なからぬ時間とエ

ネルギーを「バーデイング」に費やし、帰国後もこ

れに磨きをかけている。

国内で既に２５０種以上の鳥を観察したという。

（かって、東海道・大井川の手前辺りで、キイキイ

とかん高く鳴く声を聞いて、これは「鳧・ケリ」だ

と言い当てた。一度だけ出会つたことがある、と言

＜権現堂調整池の鴨・ゆっくり休めよ＞たっけ。恭リーダ

ーの観察は緻密で正確、詳細であるのだ。到底ついてゆく

わけには行かないが、大いに感心はする。

眼前の一群の鴨を容姿？スタイル、泳ぎ方・・などから

２～３種類に仕分けしてくれたが、ちんぷんかんぷん。

当方は１１月下旬の今頃、北の国、何処の辺りからはるば

る飛んできたか、お疲れさん、くらいの関心しかない。

越谷の「宮内庁鴨場」も通ったことだし、鴨達に親近感が ＜双眼鏡での観察は緻密！＞

ある。（「鴨なんばん」は注文しないことにするか？）

それにしても、この風景、「現代のゆとり」、良い雰囲気を感じさせる。

４）内国府間、外国府間（読めるか？！そとごうま）

予習怠慢がばれる。しかし、大きな道路標識（ローマ字）もあるもんねえ！

それにしても面白い。吾らは「国府」なるものにはしばしば出会ってきた。「国府」を「こ

う」と読ませていたところもあった。

どうも確たる記述に出会えないのだが「下野国の国府は栃木県下野市、下総国の国府は千

葉県市川市、武蔵国は府中。幸手はこの３国の国府のほぼ中間、これらを結ぶ官道が通っ

ていた事からではないか？！」という推測で勘弁してもらおうか。

５）寛ちゃん、遂に合流

寛ちゃんからケイタイ、大分近い感じだ。栗橋までキセルした松尾とは「大利根の橋の上」

辺りで合流するのが良さそうだ。
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吾らはせっせと３時間ばかり歩いた。鴨の群れ泳ぐ様など、松尾に見せたい光景もあった。

松尾は稼いだ時間で、じっくりと「静御前の墓」や栗橋宿を味わったようだ。

まだ、時刻が早やかったこともあってか？「大福」というわけにはいかなかった。

＜柵越えは危ないよ、お客さん＞

松尾は栗橋駅の直ぐそばの ＜漸く仲間に会えたよ＞

「静御前の墓」にお参りした ＜大利根の悠然とした流れ＞

静御前は義経を追って奥州に向か 利根川に橋が架かったのは大正１３（

ったが、この地まで来た時、義経 １９２４）年 この辺りを房川（ぼう

の死を知り、やがて病をえ文治５ せん）と呼び渡船場を房川渡し、関所

（１１８９）年 9月この地で没し、 を房川渡中田御関所と言った。将軍の

た。“静や志づ・・・”の歌 日光参詣にはその時だけ舟を６～７

は哀れ。 ＜全員揃ったぞ＞ 0艘も横に繋ぎその上に板を渡して橋とした

＜かるがも一家の遠足？、親子にあらず、年寄り兄弟６人組み・長さは 526 米＞

この橋の２～３Ｋｍ上流で日光 連山に発する渡良瀬川が合流、こ

の下流１０Ｋｍ西関宿で江戸川 が分流している。既に渡って来た

権現堂川（権現堂調整池）は１ Ｋｍ程下流・栗橋流頭と西関宿地

先で締め切られ、鴨達の静かな 住処となった。江戸時代には

この流れが利根川と認識されて いた。

「関宿」は利根川と江戸川の分 岐の地で、恰もオーストラリアの

ヨーク岬半島のように突出し、 千葉県に属するが、ここ関宿は昭

和天皇の信任厚く総理大臣として ＜利根川橋から筑波山を望む＞ 終戦の幕をひいた鈴木貫太郎の出身

地で首相は恭リーダーの母方の大叔父になるという。何時か関宿を再訪したいと恭チャンは云う。

“利根越えて 遥か筑波の 冬霞”（宮）
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６）利根川東遷事業・荒川西遷事業、伊奈一族・関東郡代の貢献

徳川家康が江戸入府以来、明治、大正まで凡そ３００年に亘って行われた関東平野の河川

改造事業、殊に洪水の阻止、新田の開発、物資の運搬・水運の整備、そして江戸城の防備・・

に注いできたエネルギーは実に壮大のものだ。

なかでも江戸湾に注いでいた大河・利根川を常陸川に繋ぎ「香取の海」を経由して太平洋

＜利根川他諸河川の流路変遷図・1594 年～1654 年、利根川東遷事業第１次完了まで＞

に注ぐようにした事業は当時の土木技術、資金力などから見て、まさに驚異的で、争いに

明け暮れて、エネルギーを浪費してきた時代からの大きな脱脚と位置づけても良かろうか。

「この国において河川を治めるものは天下・国民を治める」とも言えよう。

縄文時代には海が深く入り込んでいたこの地域、その後海岸線が後退したとは言え、なお

平坦・茫々たる湿地帯、水はその都度気ままに流れを変え暴れまわる有様、これら河川を

如何に手なずけ「役立つ」ものにするか？その取り組みをたどると気が遠くなるばかりだ

が、関東の主要河川・利根川、荒川、江戸川、中川、隅田川・などが今日の姿になるまで

の極く概略を見ておこう。

上述した諸河川は時々刻々？変化して止まないのだが、幾つかの時代区分をして、丁度、
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ＣＴ写真の輪切りを眺めるように捉えてみたい。

＊徳川家康が江戸に入府した天正１８（１５９０）年以前、利根川は栗橋（下総国）から下流は武蔵国埼

玉郡と下総国葛飾郡の間を流れて両国の国境を成し、途中で荒川と合流して江戸の内海に注いでいた。こ

れでは水量も多く洪水は頻発、湿地帯をどうすることも出来ない。

家康が入府した１５９０年には隅田川で洪水が発生、家康は同年、三河から従ってきた直参の「伊奈忠次」

を代官頭に任命し、周辺の河川改修に当たらせた。

＊１５９４年、行田領主松平家忠（家康の４男）が利根川上流の「会の川」を締め切り浅間川を拡幅、現

在の加須市周辺の洪水を防ぎ新田を開発した（忍城の城主、松平忠吉の家来、小笠原三郎左衛門という記

述もある）当時、利根川は２川に分流していたがこれで浅間川が主

流となった。

＊１６００年に荒川は伊奈忠次の「備前堤」で下流が締め切られ綾

瀬川と分離、星川に通水し、今の元荒川に流路を変更。（慶長４年・

１５９９年に忠次は「備前の守」の称号を賜っている）

＊１６２１年、第３代・伊奈忠治は新川通の開削と権現堂川の拡幅、

＜加須市生まれの後輩Ｆ君・我が故郷＞ 下流に江戸川を開削、これにより利根川と渡良瀬川が合流し、

の最高地点は利根川の堤防標高３０米＞ 下流域は凡そ現在の江戸川に沿って江戸の内海へ流れることに

などと言っていた。写真は松尾カメラマン＞ る。赤堀川の掘削も始まる。

＊１６２９年、鬼怒川と小貝川の分流と付け替え工事、鬼怒川の付け替えは３つの台地を掘削するという

難工事だったが、これを敢行し、「香取海・常陸川」との合流点を約３０Ｋｍ上流に移動、また小貝川も同

じように合流点を上流に移動させた。（耕作地の拡大、保護が目的と思われる）

他方、荒川は熊谷市久下で締め切られて旧吉野川から入間川に接続、荒川下流の洪水防止と利根川との分

離をはかり、以降、入間川下流は荒川に、荒川下流は「元荒川」に名前が変更される。荒川西遷。

＊１６４１年、関宿と野田間に現在の江戸川上流部が開削され、旧流路は締め切られて「庄内古川」とな

る。（伊奈忠治は１６３８年に勘定奉行、４２年に関東郡代となる。正式には関東郡代の設置は１７９２年

でそれ以前の伊奈氏の「関東郡代」は自称で正式には「関東代官」だったという。関東代官・後の郡代は、

関八州の幕府直轄領約３０万石を管轄し、行政・裁判・年貢徴収も取り仕切り、警察権も統括していた。

家康入府についてきた伊奈忠次を初代として世襲し第１２代忠尊まで２００年間、徳川幕府の支配体制維

持、事業の遂行、財政の基盤確立、維持に大きく貢献した。江戸初期には１国単位で置かれていた郡代は

中期には関東、美濃、西国、飛騨に置かれたが「関東郡代」は他よりも「格」が上だった。

＊１６５４年、掘削開始から３３年後、３度目の工事で漸く赤堀川の掘削完了、通水が始まる、それで

も利根川の洪水を流下させるには川幅狭く不十分。

＊ 寛文５年（１６６５）、堺町・関宿間に江戸川を移し、権現堂川を締め切る。

これにより銚子・香取海から関宿・江戸川を経由して江戸へいたる水運の大動脈が完成することになり

事業は一段落する。

＊これら一連の工事は、治水対策、新田開発、物資輸送・舟運の便宜向上等を目的として行われてきたこ
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とがわかる。江戸を水浸しにすることも無くなり、新田開発も大幅に進んだ。北海道や東北からの物資は

危険な房総沖を迂回せず、銚子から利根川を遡上し関宿から江戸川経由で江戸と運ばれた。

しかし、一筋縄では行かない。勾配の緩やかな利根川の

水量の増大は土砂堆積による浅瀬の形成、水量の少ない

ときにはたちまち舟の通行を困難にし、絶えず浚渫を必

要とした。天明３年７月８日（１７８３年８月５日）の

浅間山大噴火では、火砕流や大量の火山灰で耕作地の被害

は基よりこの利根川の浚渫は「パナマ運河」工事の土量を

上回ったという。浚渫を進めれば川床が下がり河口付近で

は塩水が遡り、周辺の農業にも当然被害が及ぶ。＜関宿・下流から望む、利根川は右へ、江戸川は左へ＞

＊ 明治１０年（１８７７）頃には渡良瀬川流域での「足尾鉱毒事件」が発生、政府としては日清、日露

の戦争で銅の生産は欠かせず、未だ利根川の水が流入している江戸川河口、行徳地域での塩の生産や人口

密集地東京への影響を最小限に食い止めるため、利根川の本流は明治３１年（１８９８）千葉県の銚子へ

出すことが確定した。

（その頃、利根川下流の両岸は下総国の領域・千葉県香取郡であったが当時の千葉県の財政基盤は弱く、

利根川の治水事業に予算が割けなかった。そのために利根川の洪水が頻発し、直接利根川に面していなか

った茨城県稲敷郡一帯にも被害を及ぼした。そこで明治１８年（１８８５）、茨城県の政治家と千葉県でも

利根川の恩恵を受けられない房総半島南部の政治家の間で茨城県の治水事業への財政負担と引き換えに利

根川の北側を茨城県に譲渡することが提起され明治３２年（１８９９）、これが落着した。

恩恵を受けると裏腹に面倒見も伴うということだ。治水、灌漑、飲料水確保の戦いは今も続いている。

さて、このような長期にわたる大事業、どんな仕組みで費用は誰が負担したか？に興味がある。

だが、老骨にはなかなかの難作業で断片的にしか掴めなかったが、幾つかを挙げてみる。

「御普請・公共事業」には色々のやり方があり、制度、役割、負担、・・その変遷は面白い。

＊ ＜国役御普請＞基本は地方分権？夫々の領主責任であるが、大災害、大地震のような場合、中央政権・

幕府が周辺の国々から「国役金」を徴収して復興にあたる。これを「国役御普請」といい、「国役金」は災

害・震災の復興税である。２０万石以下の小・大名は「国役御

普請」を申請してよい。

享保５年（１７２０）、８代吉宗の頃に制度化され、国ごとに「国

役金」を割り当て、幕府も１部負担。（一般会計からの支出では

なく、目的税＋補助金である。似ているなあ・・）

＊ 関東での「国役御普請」が適用される河川は利根川、小貝

川、荒川、鬼怒川、烏川、江戸川、神流川で、復興税を取り立

＜可憐な花・ハナスダレ＞ てられる国は武蔵、下総、常陸、上野で費用が３０００万両以上では

安房、上総が加わる。（何故か？下野国が入っていない。大事な日光山への街道も川もしっかり守れよ！と

いうことか）
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＊＜幕府普請役＞江戸初期～前期では「幕府代官」（伊奈忠次、忠治など）が河川、用排水事業を行なって

いたが享保９年（１７２４）に「幕府普請役」が置かれた。この江戸中期、災害が頻発、国が疲弊してき

たことと裏腹であろう。１７２８年には「四川奉行」が置かれ、代官、旗本、領主管轄事業を統括する。

享保１５年（１７３０）には「幕府普請役」が、関八州の他、伊豆、駿河、遠江、三河、甲斐、信濃、越

後１５ケ国の川除、護岸、用悪水を総合的に管轄、更に１７４６年には幕府普請役が 2 分され、その１つ

「在方普請役」は酒匂川、富士川、安倍川、大井川、天竜川を管轄することとなる。（中央集権化？）

＊ ＜業務遂行にかかわるお触れ＞・幕府御用の入札・落札者の逃亡禁止。・ （城下町人、村の名主、商

売人が請負うのは認めるが）現地を知らないまま自分の利益のために請負人になることを禁ず。 ・請負

人との癒着に留意（有能な幕府普請役は要注意、不正をしないものを選べ）。 ・材料や賃金を良く吟味せ

よ。 ・「黒鍬稼ぎ」を排除せよ（農繁期、人は集まらない。そんな時、よそ者がやって来て仕事をとるが、

手抜き、誤魔化しなど村のためにならない！）

＊＜手伝い御普請＞ 他国の大名に川の修築の仕事を命ずる。

明和３年（１７６６）大水害では幕府は仙台の伊達藩に命じて、

関東の河川の浚渫事業を命じた。（中山道・美濃では、治郎の故郷、

薩摩が暴れまわる木曾三川に堤防の構築を命じられたが、これもそ

の範疇といえようか。８５人もの犠牲者を出し、藩の公金を使いす

ぎたと、事業完成後責任を取って自害した平田靭負他の義挙が ＜蒼空に柚子の黄映ゆる旧街道・宮＞

痛々しく記憶にある。これは薩摩藩の力をそごうとする幕府の余りにも意図な企みだったが）

＊こうして見てくると３００年経っても公共工事に纏わる構造 や抱えている様々な問題は変わらないよ

うだ。

＊財源？徳川幕府の懐具合について若干触れておしまいにする。

・ 家康は江戸城を築城、関が原を戦い、大阪冬・夏の陣を戦ったが２代秀忠に遺産として１９０万両を

残し、秀忠は家光に２５０万両、家光は日光東照宮の大造替に６０万両、３０万人の供を連れて３回も上

洛しているにかかわらず、４代家綱に更に莫大な金額を残したといわれる。

・ 財源は何か？それは年貢と佐渡金山、石見銀山などだという。

（１７５０年の幕府財政収入の内訳は年貢・６３．７％、諸役所納（長崎運上金など）６．９％、御用金・

上納手伝金３・６％ 貨幣改鋳益金１．３％・・その他１８％ 合計７９万８８００両、

１８４８年の財政収入は年貢３９．１％ 諸役所納３．０％ 御用

金・上納手伝金１０．２％ 貨幣改鋳益金２５．６％・・その他１

９．３％ 合計１５４万３０００両・・構成率の変化に注目したい

・幕府の天領は家康の関東移封時１００万石、江戸幕府初期（家康

の晩年）２００万石、改易や減封、新田開発などで５代将軍・綱吉

の時代は４００万５，６００石、８代吉宗の頃、４４４万４，５０

＜鈴なりの柿ばかりなる直路行く・宮＞０石でこの辺りがピーク、その後はほぼ横ばい。

他方では元禄大地震（綱吉の時代）、浅間山大噴火・天明の大飢饉、幕末の安政二大地震など、国も国民も
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疲弊、荒廃し徳川幕府は終末に向けて転がり落ちてゆく。

＊今も繰り返される公共工事、財源の確保、予算のやり繰り、中央と地方、役所・役人と業者の癒着・・、

似たような現象は昔も今も変わらないようだ！！

７）大利根を挟んで栗橋宿と中田宿、併せて１宿（栗橋・中田宿と呼ばれた）

大利根を渡って、何だか異国？に足を踏み入れた感じだ。此処は下総国、現在は茨城県。

中田宿は利根川の川辺りに細長く本陣１、脇本陣

１、旅籠６軒、宿内家数６９軒、人口４０３人と

いう、こじんまりとした宿場（江戸末期の数字）。

日光道中では唯一、関所と渡船場があった場所だったが、

江戸の中期頃か、関所は栗橋側に移され、今はそれを告げ

る古びた案内板が立っているだけ。川沿いに並んでいた宿

場跡も利根川の改修工事で、川と直角に交わる日光道中に

添って移された。神社もお寺も、何だか建物があたらしい。＜本願寺住職・中田宿と古河について語る＞

街道の左側に鶴峰神社、光了寺、円光寺と遥拝しつつ進むと右側に本願寺、丁度住職さんと思しきお方が

境内を見回っておられた。紅葉の庭を褒めるなどして足を止めた。いきなり、「食事をするところは？」な

んて聞くのも憚られ、当寺院や中田宿、古河宿などについて尋ねた。話し好きの好々爺と拝せられる和尚

さん、親切、丁寧に語ってくださった。「ものを尋ねるには人を選ばなければ・・」というのが我々が学ん

だ教訓、まさに人を得たのだが先も気になり、古河まで行かないと食事処はない、ことを確認したところ

で“お邪魔しました“。聞いた話を復唱せよ、いや、それは？・・。

檀家に石川姓が実に多かった・・とはカメラマンの証言。

７）“あった！”「うどん・俵屋」、 “ンまかったなあ・・”

本願寺の和尚さんにお別れして暫く行くと、東北本線の踏切、聞いてきたとおり。

足取りが速くなる、ゲンキンなものだ。飛び込んだ店内、昼食時間には少々早いとあって、

席はお望み通り。一同の表情、何だか落ち着いた感じだ。出てきた出てきた・・、おお！

＊２０１１年の大震災発生前の２月、中山道、深谷と

本庄宿の間の「六助うどん」の巨大なボリュームにキ

モを潰したことを思い出した。

克夫は「中山道うどんの峰を越えそこね」と詠み、治

郎は残した半分を持

ち帰って奥さんと２

人で昼食、松尾は「も

＜ リ ラ ッ ク ス し て 待 つ ひ と 時 ＞ う一皿！」と注文し

ようとして、お姐さんに窘められた。宮さんがぺ ろりと平らげて１着、

松尾、佐薙、石和田の順、克夫、治郎は公式 ＜料理の雑誌専門カメラマン・松尾写＞ 記録なしの結末。

味とボリュームに満足、今回も宮さんが１着、その他の順位は覚えていない。
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８）古河公方は関東の戦国時代の始まり！「後北条」で終わる

「関東における戦国時代は、古河公方の成立で始まり、豊臣秀吉による後北条氏滅亡で終

結した」と言われる。

古河宿は古河藩が管理していた古河３宿（中田、古河、野木）の１つで幕末近くの記録で

は本陣１、脇本陣１、旅籠３１、宿内家数１１０５軒、人口は３８６５人、将軍が日光へ

参詣する時には宿城とされ、日光道中では主要な宿の１つであった。

街道の西側一帯が古河公方の居城跡のようだが、“立ち寄るか？”、との声はなかった。宿

内は歩道も広く要所々々に標識もあり、綺麗に整備されているが、何だか出来たての感じ

で往時の面影は伝わってこない。

ということもあり、「寄り道」は活字だけにさせていただく。

＊中山道・番場宿の「蓮華寺」のところで、「１３３３年、北条政権の六波羅探題・北条仲時がこの地で自

刃し、鎌倉も攻め落されて、足利尊氏を初代とする足利・室町時代が発足。以後、１５代将軍・足利義昭

が織田信長に京都を追われる１５７３年までの２４０年間について、「５７年間にわたる南北朝」の並存、

京都を焼き尽くした１０年に及ぶ「応仁の乱」の引き金、そして遂には「戦国時代へと移行」していった

室町政権は一体何をしてきたのか、真面目に国を統治したのか！というネガテイブなコメントを書いた」

そして、今また、「古河公方」の地を通るにあたり、どうしても足利・室町幕府の治世の出来映えに触れざ

るを得なくなってしまった。

＊ 貞和５年（１３４９）、室町幕府は関東分国統治

のために「鎌倉府」を設置した。

関東分国には、上野、下野、常陸、武蔵、上総、安房、

相模、伊豆、甲斐が含まれ、後には陸奥、出羽も追加

された。（京都本社と関東支社というところか）

鎌倉府は「鎌倉公方」とその補佐役である関東管領、

諸国の守護、奉行衆、らで構成された。

＜古河宿、左方一帯が城跡、歩道は広く建物は新しい＞（管領とは将軍の補佐役で３管領と称し、斯波氏、

畠山氏、細川氏が代々世襲、関東管領は斯波氏、畠山氏、上杉氏で上杉氏がほぼ独占、最後は上杉謙信）

＊鎌倉公方は足利尊氏の次男、足利基氏を初代として氏満、満兼と継承されたが、次第に幕府から独立し

た行動をとり始め、発足から９０年後、永享１１年（１４３９）に第４代鎌倉公方・足利持氏が６代将軍

足利義教、関東管領上杉憲実と対立し、持氏が討たれて、鎌倉府は滅亡した（永享の乱）

＊これに対し、幕府と関東管領・上杉氏に圧迫されてきた結城氏朝を始めとする伝統的豪族は持氏の遺児

を奉じて再興を期して戦う。（結城合戦）戦いは上杉方が勝利したが、後の大乱の遠因ともなった。

（同族経営の本社と支社、補佐役の副支社長が本社と結託、伝統的豪族・現地採用は天下りの世襲幹部に

不信、反発。よくある話だ）

足利義教の死後、幕府は持氏旧臣らによる鎌倉幕府再興の要望を受け入れて、持氏の遺児・足利成氏を第

５代鎌倉公方に任命した。
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しかし、小山氏、結城氏、宇都宮氏、千葉氏、那須氏、小田氏など伝統的豪族と関東管領山内上杉家・扇

谷上杉家との緊張関係は改善されず、宝徳２年（１４５０）、両上杉家の家宰が足利成氏を襲撃（江の島合

戦）、難を逃れた成氏は幕府に処分を訴えたが、幕府の管領となった細川勝元（後に山名宗全と応仁の乱を

起こす）は関東管領の取次ぎが無い書状は受け取らないと、鎌倉

公方に厳しい姿勢をとった。

＊これに耐えかねた成氏は享徳３年（１４５４）、関東管領・上杉

憲忠を謀殺、これを発端として１４５５年、「分倍河原の戦い」な

ど発生、室町幕府は成氏討伐を決め、上杉側を援助。１４５５年

６月、成氏が遠征中で不在となっていた本拠地の鎌倉は制圧され、

成氏は下総の古河に逃れた（享徳の乱）。 ＜かっての奥州街道は左側の古河城の中を通っていた＞

「古河公方」の始まりである。

＊他方、室町幕府は足利政知を新たに鎌倉公方として東下させたが、伊豆の堀越で阻止されて鎌倉には入

れず、「堀越公方」と称した。

爾後、主に下野、常陸、下総、上総、安房などを勢力範囲とした「古河公方・伝統的豪族勢力」と上野、

武蔵、相模、伊豆を勢力範囲とした幕府・堀越公方・関東管領山内上杉氏・扇谷上杉氏勢力とが関東を２

分して一進一退の戦を繰り返したが１４７６年になると関東管領・上杉家内部に叛乱や対立が生まれ、１

４８３年には遂に和睦が成立、堀越公方は伊豆一国を支配するだけとなり、古河公方が関東を支配する体

制が幕府によっても認められたようだ。しかし、古河、堀越公方の並立、山内、扇谷両上杉間の抗争など

不安定な状態は継続しており、足利成氏が鎌倉に戻ることは無かった。

こんな有様を駿河の今川に寄食しつつ、出番を虎視眈々と狙っていた武将がいた。伊勢新九郎長氏である。

＊ 鎌倉を追われた足利成氏が下総・古河を本拠地とした理由は、幾つかあるようだが

・経済的基盤―鎌倉公方の御料所は相模国・鎌倉周辺と関東平野

の中心・下河辺庄で古河はその中心であった。

・勢力分布―下野、下総全体、常陸の大半は古河公方の勢力下、

上野、武蔵の大半、相模、伊豆全体は 上杉氏の支配下。上野国

東部、武蔵国北東部、常陸国南部が係争地、従って古河は各地に

散在する支持勢力を束ねる要の位置。（古河公方を支持した武家・

＜古河宿郊外から日光連山を望む＞ 豪族は下野の宇都宮氏・那須氏・小山氏 佐野氏、下総の結城氏・

千葉氏、常陸の佐竹氏・小田氏、上野東部の岩松氏など。上杉氏の影響力の弱い上総、安房には武田氏、

里見氏がいた）

・水上交通―水上交通の幹線となる河川が集まっており、物流・交通の要所であった。

（経済的基盤や勢力分布を今この目で見ることは出来ないが、利根川、渡良瀬川、思川などの流れからは

この地勢上の利点だけには頷けるものがある）

＊ その後の古河公方のたどった道を詳細に追うことは止めるが：
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・「享徳の乱」の終結後、山内上杉家と扇谷上杉家の抗争（長享の乱・１４８８年）勃発、今川氏親や伊勢

新九郎（北条早雲）など外部勢力が登場し、古河公方もかかわる。

・永正３年（１５０６）年ごろから公方家の内紛が始まる。当然に地方豪族も巻き込まれての争いとなる

・１５１７年には遂に公方家が分裂、「小弓公方」が生まれ、夫々に地方豪族を味方につけた古河・小弓公

方の嫡流争いとなる。

・１５３３～４年、小弓公方を支持していた安房の里見氏、上総

の真理谷武田氏に連続して家督争いが起こり勢力減退、古河公

方を支援してきた後北条が国府台に進出してきた小弓勢を破

り（国府台合戦）、小弓公方は滅亡。

・古河公方・足利晴氏は北条氏綱の力を借りて国府台合戦に勝利

したが、これを契機に古河公方体制内の後北条氏の影響力が＜古河宿郊外から常陸国・筑波山を遠望＞

増大する。氏綱は婚姻戦法？をとり、自らを古河公方足利氏「御一家」関東管領と称し、警戒心を抱く

伝統的豪族に対して関東支配の正統性を主張する。

・こうなると、関東管領を名乗る後北条氏と管領を代々世襲してきた扇谷上杉家、山内上杉家とが伝統的

地方豪族を巻き込んでの争いを繰り返すことになる。

・永禄３年（１５６０）、北条氏康が隠居して、氏政が家督を継いだ直後、上杉謙信（当寺は長尾景虎）が

三国峠から上野に入り関東侵攻を開始、後北条と争うが本拠の小田原城を攻略しきれずに撤退する。

・永禄１２年（１５６９）、武田信玄の動きを警戒した上杉謙信と北条氏政は争いを止め「相越同盟」が

成立、古河公方、関東管領の正当性争いが妥協によって終結。このことは、言わば「公方―管領体制」

が力を失ったことと裏腹のようである。相越同盟以後、後北条氏の関東支配が確定的になると、公方側

と後北条側との力のバランスは逆転し、天正１１年（１５８３）足利義氏が男子を残さず没すると古河

公方は自然に消滅した。

「応仁・文明の乱」（応仁元年～文明９年）にも匹敵する「享徳の乱」（享徳４年・１４５

５）で第５代鎌倉公方・足利成氏が鎌倉から古河へ本拠を移して成立した「古河公方」、

初代成氏・政氏・高基・晴氏・義氏５代の約１３０年間は公方、関東管領、伝統的豪族な

どの離合集散、合従連衡・・、その後半には後北条氏が巧みに接近、内部に入り込み換骨

奪胎して関東を支配する、しかし、その体制も北条早雲から５代、凡そ１００年を経て、

１５９０年、豊臣秀吉によって小田原城が攻め落され、次の時代へと大きく転換していく

のである。何かを生み出すための陣痛の期間だった、と見るほかにないか。

９）反省会、治郎全快の祝賀会は目出度く「小山」で

古河宿から野木宿を経て間々田宿に着いたのは、丁度夕方の４時、晩秋の陽はつるべ落

しだ。 駅前を見渡してもそれらしき処は見当たらない。

街道の先へ宿場を１つだけ、「電車」で移動することを、衆議即決。小山へ（次のスタート

地点が小山宿からなら、良いんだけどなあ・・）
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小山駅改札口を出て３０米、目指す場所はあった。三度目の「日高屋」である。

１０月１９、２９、１１月２０日と日帰り３

日、稼いだ距離は日光道中の凡そ半分、７２

Ｋｍ。恭リーダーの住いから始発で可能な限

り早いスケジュールに素直？に従ってきた。

（世の中は不思議、一番電車に乗ってもちゃ

んと他に誰かがいる。夫々が何かの役割を担

っているのだろう。我々の早出は誰のため？）

＜まだ店内は空いているようだな＞

今年のウオークはこれまで。

年末に向かって夫々に多忙、リーダーの佐薙

は１２月上旬に今年も「ホノルル」を走ると

いう。“昨年のタイムを上回りたい“とは、

どこまで前向きなことか！？ 応援してい

るよ。

＜治郎の全快、乾杯！元気になりすぎるなよ！＞

＜反省会：・今年前半の木曽路から京三条までの中山道と後半の日光道中の総括である。

４月１３日、「北朝鮮のミサイルが東シナ海にポトンと落ちた・・」なんて俗世間的な話を

耳にしながらスタートした木曽路の春は別格！だった。

美濃路、近江路も味わいがあった。京・三条にゴールしたのが６月６日、夫々の都合をや

り繰りして全員で築き上げたものだ。

・その後、恭リーダーは木曽路を一緒に歩いた蛭川君と北海道、トムラウシへ遠征したり、

また夏の終わり頃には恭、治郎の傘寿組は学生勧誘もかねて富士山へ登り、治郎は確かに

富士山の頂上、剣が峰を極め、恭・富士山博士は帰りのバスの中で学生たちに富士山のレ

クチャーをし、富士山検定１級を最高齢・最高点で合格した８０歳学徒の衰え知らぬ頭脳

の冴えをみせた。

・さて、日光道中、なかなか辛抱、我慢の要る？ウオークではある。

何しろフラットである。それなりの歴史や人々の興亡もある筈だが、平たい地面の下に埋

没して多くを語ってくれない。（つい、利根川東遷事業だの古河公方などとでかすぎるテー

マに取り付いたりしてしまった）

・でも、常に楽しく、明るく、前向きに歩いた。この仲間あればこそだ！！

来年も続けられることを祈願した次第＞

小山駅から各駅停車で上野まで戻る道すがら、６～７０センチの歩幅で３日かけて歩いた

距離を実感した。それこそ小さな１歩１歩の積み重ねは偉大、８０歳までの１日１日もそ

うだ。
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＜年を送り、年を迎える＞

＜恭兄のホノルルマラソン＞

恭兄は２０１２年１２月９日の「ホノルル・マラソン」で見事、ゴールした。

２０１３年１月２２日、恒例の「オーション会・新年の顔合わせ」で当人は「前回の記録を上回りたかっ

たが、走っている積もりの小生を大股で歩いている人が追い越していくんだ・・」とやや控えめの報告。

兎にも角にも４２．１９５Ｋｍのゴールをしただけで立派。

（内緒で調べた。恭兄のタイムは８０～８４歳のカテゴリーで第７位、７：１７：５５、前回をやや上回

ったが申し分なし。お嬢さんは５：４９：１２、これ確かにＤＮＡ！）

＜恭兄のボルネオ・キナバル山登頂と登頂成功祈願山行計画＞

彼は更に今年２月１７日からボルネオの「キナバル・４０９６米」登頂を目指すという。

呆れてものが言えない。残された吾らは一体なにをしているのか？

松尾が「キナバル遠征中に我等も登頂祈願のミニ山行をしよう。四郎の房総半島はどうか？」と提案。

房総半島としておけばどんなに高くても３～４００米、松尾の巧妙な策にのることにした。

早速「関東日帰りの山ベスト１００」なるガイドブックで房総半島から唯一推薦されている「伊予が岳・

富山」を選んだ。２月なら相模湾越しの「霊峰富士」は直ぐ眼の前、上総国で育った小生、子供の頃にい

やっと言うほど仰ぎ見た富士をオーション会の仲間に見てもらうのは悪くない。鈴木克ちゃんが「房総山

脈山行計画」と名づけてくれた。

・ところが多忙なメンバーの都合調整で手間取り日程が決まらない。そんなこんなのうちに肝心の恭兄は

２月２０日にキナバルの頂上を果し帰国してしまった。何んだこれは！

恭兄、帰国報告の終わりに「房総山脈の山行がまだなら○○の日は空いているので仲間に入れてくれ」と

書いてある。無事登頂祈願ではなく登頂成功祝賀記念となってしまった。

実はこの「伊予が岳・富山」は内房線の岩井駅から行くのだが、ここは恭夫人の実家のあるところで恭兄

は年に２～３回はやってきており、「伊予が岳」には登ったことがあり、「取れたての地魚」を食わしてく

れるところもある・・と土地勘十分。

＜房総、伊予ケ岳・富山（とみさん）、山行＞

・漸く３月１５日に実行と決まる。ＪＲ内房線岩井駅９時３９分着、バスは４５分発・国保病院前行き。

これを逃すともう午前中バスはない。

鈴木と宮川が急遽不都合発生、佐薙、高崎、松尾、石和田

の４人、駅前の観光案内所に寄ると予め用意してくれてい

た資料であれこれと丁寧に説明してくれる、バスを気にす

ると１人先に行って待たせておいて・・自由自在？。ミニ

バスに乗る。料金は１９０円なり、何処も似た光景「週に

１度、今日は○○先生が来る日だから・・」と元気がいい。

もう水仙の時期は過ぎたが菜の花はまだあちこちを黄色く

＜右端の尖頂、律令制国家・安房国の川上駅附近から＞彩っていて、いかにも南国を感じさせる。

・バスの終点、国保病院の待合室で身支度を整えて「伊予ケ岳」登山口に向かう。入り口に「菅原道真」
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を祀った「天神社」があり、その横の登山口の説明板に「四国の伊予から移ってきた人達が故郷の石槌山

に似ている」から名付けたとあった。麓の地名は「平群・平久里・へぐり」とある。

伊予ケ岳の標高は３３７米、登る高度差はまあ、実質、２

８０米くらいか。登山道は階段が刻まれていて登りやすい。

頂上直下の５～６０米くらいは岩場で、ロープが張ってあ

る。別称、房総のマッターホーンとも言うそうで、若い頃

なら・・である。体力の衰えを痛感する。

頂上で昼食、「鋸山と鹿野山に囲まれた吾が故郷・天羽の

里・直線距離ではせいぜい１５Ｋｍくらい」についてひと

くさり。 ＜伊予ケ岳山頂・336.6 米、後景は鋸山＞

春霞が富士を隠している。残念！（よもや中国産の黄砂か 煙霧・ＰＭ２．５ではあるまい！）

・伊予ケ岳を一端下って県道・８９号を暫く歩く。勉強家の恭学徒が「この辺りに律令制時代の川上とい

う駅があったはずだ」と言い出した。

穏やかで、ゆったりとした山間を暫く行くと、なんと「川上」というバス停があった。周辺にはいかにも

旧家らしい大きな門構えの家が数軒ある。何だか一挙に千数百年の昔にタイムスリップした思いだ。

「平群・ヘグリ」、子供の頃「へぐり？なんてへんてこな地名だ」と思ったものだ。街道歩きを始めて少し

づつ「律令制」などに触れるようになって「平群・へぐり」とは「古代大和の豪族の名前であり、平群氏

の拠点」だと知った。

となると、大和から国司として、あるいはその部下として「平群氏」が派遣されてきたか、派遣されてき

たものが大和を懐かしみこの地をも「平群・へぐり」と呼んだか。

因みに「平群」は律令制国家・安房国の国府があったところ言われている。

恭兄は早速、「歴史的に由緒ある 古い地域と感じた」と知らせてきた。彼の着眼は「伊予ケ岳、富山の載

っている２万５０００分の１地図」を見たところ１０箇所以上の地名に振り仮名がしてある。

わが常識を超えた読み方の例示をすると金束（こずか）、蛇喰（さばみ）、打越（おいこし）、華表裏（とり

いかわ）、北風原（ならいはら）、保田見（ぼてみ）、磑森（するすもり）、ＩＭＥパッドで見つからないが

１字目は「土偏につくりは赤」で２字目は畑、で（へなばたけ）などだ、という。「粘土」は「へな」とい

う。赤い粘土でも出たのだろうか。レベルの高い指摘である

・日本武尊伝説が日本で一番多く残っているのは房総半島だそうだが、紀伊半島から潮流に乗れば簡単に

房総半島に着けたであろうし、古くから人が住み、大和との繋がりはあったのだろう。

律令制に移る前、地域の豪族による「国造・くにのみやっこ」時代、房総半島には９つもの小さな「国造」

があった。

半島南部は「阿波国造」、「須恵」、「伊甚」、「馬来田」・・という具合で中小の豪族がひしめき合っていた。

武蔵は３つ、相模は２つ、信濃、甲斐などは１つだった。それだけ人は住んでいたということか。

・県道から富山への道を探す。犬には吠えられるが人影は見当たらない。やっとリュックを担いだ人を見

つけて尋ねる。何とそのお人は今朝、富山の麓に車を止め、富山に登り伊予ケ岳に登りまた富山を越えて

車のところへ行くのだそうだ。名古屋から房総半島を７日ばかりかけて歩くという。奇特な御仁だ！
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あっという間に彼の姿は消えた。我々はゆっくりと「みかん畑」の間の道を登った。

頂上付近の鞍部に「里見氏終焉の地」という標柱があった。麓に滝沢馬琴の「南総里見八犬伝」、犬の姓に

感応して８人の忠臣（仁、義、礼、智、忠、信、孝、悌）

を生んだという「伏姫籠穴」なるものがあったが山門の前

で遥拝した。馬琴のこの壮大なフィクションは余りにも人

口に膾炙？して、史実と区分けが付けにくいが、里見家の

最後の当主・里見忠義は江戸幕府によって伯耆国に配流さ

れ１６２２年に没した。その時殉死した８人の忠臣があり

その墓は鳥取県倉吉市の大岳院にあるが、戒名に共通して

＜富山頂上・349.5 米、後方に伊予ケ岳＞ 「賢」の字が入っているという。馬琴が２５年をかけて書き

上げた超長編小説「南総里見八犬伝」は触れるに大きすぎる。

登山道は綺麗に整備されているが階段ばかりの下りは膝にきて、いささかまいった。

・さて、「もう歩くのは沢山、「伏姫籠穴」までタクシーに来てもらい、２駅ほど東京側へ行ったところに

ある「ばんや」なる大型の店を目指した。恭兄はタクシー会社の電話番号をちゃんと持っている。抜かり

は無い。流石である。

「ばんや」、知床の浜辺、野趣を感じさせる名前だ。松尾が例によって手際よく選んで注文。地元の「保田

漁港」で水揚げされる魚介類をふんだんに活用しているようだ。刺身各種その他、中でも「ごぼう揚げ」

なるものが珍しく美味だった。中味は？なんと「しこいわし」のフライだ。黒くて「ごぼう」に似ていた。

これらを賞味しながら、恭兄のキナバル登頂報告、写真もあり、順調だった様子を聞く。土産話のほかに

ボルネオ・コーヒーなるお土産まで貰った。恭兄の背中でなんと「伊予ケ岳」と「富山」を登り降りして

きた代物で、有難さの「重み」が伝わってくる。

そのうち詳細は「針葉樹会報」で再度お目にかかれよう。

松尾は苦労をかけた奥方をねぎらう場所を探しているようで「イセエビの

刺身」を食べさせたい、と言い、水槽から揚げた大きな海老を見せてもら

った。６２００円という、安くは無いな。

でも、どんなに苦労をかけたか知れない奥さんだもの、奮発しろよ！。

・１９時１９分発の列車をめざす。駅までは１５分はかかりそう。 ＜生きているよ！重さは？＞

日はとっぷりと暮れた。治郎が先頭に立って急ぐこと。もしこれを逃せば１時間待ち、治郎には理由があ

った。最愛のトトコさんが昨夕家の中で転倒、右腕を痛めてしまったのだ。この一大事に彼は出かけてき

た。気にならぬはずが無い。だが、なんと道を間違えてしまった。駅のホームは見えるのだが背丈ほどの

針金の柵で仕切られている。だが、これを越えようとする。いい年令して危ないよ、ご老体！。

かなり、後戻りした。でも電車の時間には十分余裕があった。時計を読み違えていたんです。ああ・・。

・後に宮川宗匠からは

“春光や 岩峰凛と 伊予が岳” “富山に 傘寿の笑顔 春日和” なる秀句を賜った。

何と、房総山脈ウオークが大きなスペースを占領してしまった。まあ、今年の初ウオークだからいいか。
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（４）２０１３年４月１２日（金）晴 間々田宿 小山宿 新田宿 小金井宿 石橋宿

佐薙 鈴木 高崎 松尾 宮川 石和田 距離 20.6 時間 8Ｈ（6Ｈ55ｍ）歩数 37400

（５：１３ 新検見川 ６：０８上野発 ７：１８間々田駅着）

７：３９ 間々田駅集合（治郎、遅刻７：５３着）

７：５５ 間々田駅発 逢いの榎（江戸と日光の中間・間の 榎・１８里） 脇本陣問

屋場跡碑 高札場 本陣 浄光院（邪気・ニ鶏・三猿を彫った正面金剛）

８：５０ 千駄塚古墳入り口 安房神社 神鳥谷（ひととのや） 巨大ムクノキ

９：４５ 神鳥谷東・５０号と交差

１０：００ 小山一里塚 小山宿 脇本陣西・東 問屋場跡 本陣 結城街道入り口

１０：２５ 興法寺 小山城跡入り口 両毛線を横切る

１１：１０ 喜沢の追分・壬生道分岐 喜沢の一里塚 東北新幹線・東北本線に沿って

１１：４５ 新田（しんでん）宿 本陣跡 幕府代官陣屋跡 橿原神社入り口

１２：００～１２：１５ 新田宿北口の石仏群・休憩 街道が２本表示あり、分りにくい

１２：４５～１３：２５ 昼食・中華料理屋 小金井駅入り口 小金井一里塚

１４：００ 小金井宿 領主陣屋跡（佐倉藩の出張陣屋）本陣跡 自治医大前 田園の道

（西３Ｋｍほどに下野国分寺跡） 夕顔橋の石仏群

１５：３０ 下石橋北 脇本陣跡 石橋宿名主控本陣跡（本陣、脇本陣で足らないとき）

１５：５５ 石橋駅着 小山へ移動・反省会

１）今年の初日・全員で歩ける、あれあれ１名足らないぞ？！

いきなり主役だあ・・。“上野駅の駅員が違うことを教えたんだよ、申し訳ない・・”

これが、予定電車に乗り遅れた治郎の「釈明」 であります。

“それは気の毒だったねえ・・”という声は 聞こえなかったなあ。恭兄、

松尾は予定通りだったのだが・・。事の次第

はどうやら・・：

・横浜から来て上野で乗り換える。発車まで

１０分以上もあったので、「斯く斯く云云の

大宮乗換えの宇都宮行きはどのホームからか？＜ご到着！＞

」と駅員に尋ねる。 ＜治郎が乗り遅れたってさ＞

・その駅員、かなり離れたホームからだと教えてくれた。乗り換え時間は３分しかないと

聞いていたので、大急ぎでそちらへ走った。だが、それらしき電車は見当たらない。実は、

到着したホームの反対側から発車、間に合わなかったんだよ。あれあれ・・、次郎さん！？

＊ 今の時代、「大宮乗換え」を「上野」で訊いても無理じゃないの！？

ちゃんと日本語で訊いたの？得意の英語で聞いちゃったんじゃない？。

東北の玄関・上野と薩摩、難しいなあ。でも、治郎さん、単調な日光道中、早速、話題を

頂いて、（中山道、守山宿での「入れ歯の浮気・夜逃げ」ほどではないが）感謝するよ。
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２０１５年には宇都宮線も高崎線も東京まで繋がるそうだから問題はなくなるねえ。

揃いました。間々田駅前です。これから出かけます。（松尾のカメラは７：５５を表示）

合計、４８０歳、１７５，０００日余を生き

て来た集団です。安全運転でお願いします。

１５分ほどで「逢いの榎」、丁度日本橋と日

光の中間、（間の榎）どちらへも１８里の表

示。淡々と進むと間々田宿、脇本陣、問屋場

跡、本陣跡などがささやかに現れる。

南北に走る日光道中の間々田、小山、新田宿

などの本陣、脇本陣などは街道の西側に設け

＜全員、はれて勢ぞろい、間々田駅前＞ られたと聞くが、確かに吹き降ろす北風に背

中を向けて建っていたようだ。 “燕飛ぶ 間々田の宿を 旅たてり”（宮）

２）「神鳥谷」なんて読むんかなあ？

克ちゃんの博学には驚く！直ちに「（し）ひととのや」と答え

た。神・鳥・谷だぞ。どうして？

彼は、この辺りに「ひととのや」というゴルフ場があり、来

たことがあるのだそうだ。実は、この電柱の表示もゴルフ場

への案内板なのである。

解説によれば「その昔、この辺りに鷺城という出城があり、

鷺は神鳥とされ「シトト」と呼ばれていたので、地形と併せて＜神鳥谷・ひととのや＞

こう呼ばれるようになった」とある。

また「シトト」は「巫鳥」と書く鳥の名で巫は神に仕える人なので神鳥と表し、神鳥谷を

「シトトノヤ」と読んだという説もあるとか。難しい、難しい・・。

＊だが、ホウジロという鳥の異名は「シトド」で、漢字１字では鵐・「偏が巫で旁が鳥」で

ある。依って小生は鷺よりホオジロ・鵐が神の鳥かも？と思っているのだが・・。

３）古刹・興法寺、壬生道・日光例幣使街道と合流、日光へ

小山宿の北のはずれに、“おお！”、道中では久しぶりの古刹

に出会った。嘉祥２年・８４９年、下野・壬生出身の天台宗

三世、慈覚大師円仁の創建といわれる、天台宗のお寺だ。

庭の枝垂桜が彩りを添えている。銅鑼を鳴らし手を合わせた。

両毛線を越える。（「両毛」、上毛野と下毛野２国を言うが、若

かりし頃、「両毛」なんて聞いたことも無かったが、上野国・＜興法寺・創建者の志が！＞

高崎育ちの「Ｙ中」と出会い、当たり前のように両毛なんて話していたのが懐かしく思い

出された）
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「喜沢の追分」の道標、「壬生道」との分岐点にたつ。「壬生」と聞くと何故か平安朝の優

雅さを連想してしまう。

この「壬生道」は２つ目の「壬生宿」を通り、楡木宿で、かの「日光例幣使道」と合流、

今市で本来の「日光街道」と繋がる。宇都宮経由より１里１０町ほど近く、将軍・日光社

参では、往路は宇都宮経由の日光道中、帰路はこの壬生道を使ったという。

例幣使道は中山道の「倉賀野宿」から東へ分岐しているのだが、その追分に「分岐点の碑」があり、その

建立の発起、寄進者３２０名の中に大相撲史上、古今未曾有の最強力士と言われた「雷電為右衛門」の名

があることを知った。彼は当時の力士としては「高い教養の持ち主」であったというところにとても惹か

れた。

また、朝廷の命を受けて幣帛を日光に捧げる奉幣使には大抵、貧乏な下級公家が選ばれのだが、彼らは「東

くだりなんぞ」、と不満たらたらで殊に倉賀野からの例弊史街道に入ってからは横暴を極め、駕籠が少しで

も揺れると自ら駕籠から飛び出して難癖を付け示談金をせしめた。これが「強請・ゆすり」の語源になっ

た・・なんて想うにまこと滑稽な話を思い出した。

４）歩けど歩けど吾が胃袋、満たされず！ 食事処を訊ねれば「尼寺に行きましたか？」

既に１２時を過ぎていますぞ、いつありつくのかなあ。恭リーダーの案内書によれば、そ

ろそろ食堂がずらりと現れても可笑しくない辺りなのだが・・。

日光道は国道４号から西に分かれて畑の中の一本道、そ

の分岐点に石仏があり、休憩！

誰かが小粒なチョコレートを配ってくれた。これで、あ

と少し頑張れ！よっしゃ！

“歩を休む 石仏群の 残花かな”（宮） 宗匠は余裕で

ある。珍しく人に出会う。「若寿司」さんは何処ですか？

犬を連れた中年の旦那さん、分りやすく説明してくれた。

＜１本道は続くよ、何処までも＞尋ねるに人を得た。真直ぐな道の１Ｋｍばかり先、恭リ

ーダーが双眼鏡で確認。

“すし屋？ じゃあ今日は其処まででお仕舞いだな・・”、誰かが言った。

“早合点するなよ、地図に表示してあるから聞いたんだ、”ああ、チョコレート貰ったしな。

宮さんが先導して、「若寿司」の角を再び４号に出る。前方に見えてきた、見えてきた。

信号待ちしていると自転車を転がしてきた中年のご婦人が「尼寺ですか？」「？？」「西の

方へ３Ｋｍばかり」「食事の出来るところを探しているんです」、すれ違いです・・

（国道４号から３Ｋｍばかり西に下野国の国府、国分寺跡、国分尼寺跡があり、今は大きな「天平の丘公

園」となって「風土記の丘資料館、県埋蔵文化センター、民俗資料館など」があり天平文化に触れること

が出来るようだ。何かイベントでも開催されているのだろう。高年のそれらしき人達の群れも見られた）

「インドカリーの店」、カレーのニオイが店からはみ出してくるが、誰も入ろうと言わない。

腹がぺこぺこなのになあ・・。
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矢張り和風か中華か。５～６０米先に「幸楽苑」なる派手

な看板が見え、足がそちらに向く。

メニュー、何を選んだか覚えていないが「大分味も良く

なったな」と味通の松尾のコメント。値段も安い。

「ラーメン、うどん、そば 幸楽苑」という看板だが、

低価格の中華料理チェーンとして、かの日高屋が最大

のライバル、双璧だそうだ。どうして、吾らは、こんなに

「大衆性？」があるのか。 ＜派手な看板・ロードサイド店らしく＞

１９５４年、新井田司氏が、会津若松で「味よし食堂」としてスタートした。現在では北

海道、東北、関東、中部、近畿に５００店舗以上、東証１部上場会社というから恐れ入る。

どちらにも世話になったわけだが前者は駅前中心、後者は郊外・ロードサイド立地という

ことで、何やら上手に住み分けしているらしく有難い、共に繁盛してくださいな。

“春の昼 会津の味に 舌鼓”（宮）・・味もまあまあだったのかね、宮さん。

５）幕府代官屋敷跡、領主陣屋跡、上三川町の飛地、

・幕府代官屋敷跡。東北本線に沿い、雑木林の目立つ日光道中を歩いて「新田宿」に差し

掛かる辺りで、「この辺は「新田」というが、田圃はあまりないね」と言ったら、克ちゃん

がすかさず「この一帯は天領、幕府の代官は新田開発などに熱心でなかったんだよ」と本

質的なことを言う。さもありなん。（関東郡代の伊奈忠次や忠治の事じゃありませんよ）

その代官屋敷跡が、先ほど休憩した石仏郡の少し手前にあった。

・領主陣屋跡。小金井宿の一角に領主陣屋跡があるが、これは「佐倉藩の出張陣屋」と言

われている。何故、下総・佐倉藩の領地（飛地）があったのか？佐倉藩へ恩賞でも与える

のに、手元不如意？で止むなく天領の一部を割いたものか？

・上三川町。これで「かみのかわ」と読む。恭リーダーによれば、元々は「上之川」だっ

たが変じて「上三川」となったと言う。「之」と「三」は筆で流れるように書けば、同じに

見えるかも知れないね。

更に不思議なのは「下野市」のなかに、河内郡「上三川町」が「飛地」としてポコッとあ

ることだ。平坦な土地だから紙切り細工のように、「切ったり・張ったり」が容易だったの

だろうか。（松尾在住の町田市は交通の便からすると偏狭の地？だがそれでも東京都全体と

繋がっている・・）

６）石仏群、中央の石像が気になる！

石橋宿の入り口にある石仏群。夕顔橋の石仏群と呼ばれている。日光道と壬生、鹿沼へ通

ずる道との交差点に、様々な大きさ、形、色をした１０体、３００年ほど前の銘のある地

蔵菩薩や十九夜塔が西を向いて立っている。目をひいたのは中央の赤茶色の小さな石像で

ある。顔をやや右に傾け右手を頬に当てているのだ。
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実は、これと全く同じものが上総国・天羽郡の吾が実家の墓地に元禄時代の墓石の１つと

してあるのだ。

祖母からは「この人は歯でも痛かったのかねえ・・」と

聞かされたことがあるが、やや大袈裟に言えば、そのポ

ーズは「京都・太秦・広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像」や

「如意輪観音」に似ている。少し想像が勝手に飛躍しす

ぎるが、珍しい姿であり、何を？何処から？には興味が

ある。様々な想念が刻まれている事は確かな筈だ。これ

＜中央の赤茶けた石像？＞ からも出会うかも知れない、宿題としておこうか。

７）小山駅・日高屋で研修的反省会

石橋宿に着いたら迷わず小山まで戻り日高屋へ入る。４日歩いて４回目の日高屋。

よくもこんなに「惚れ込んでしまった」もんだ。

今日の「反省会」は先ず恭・富士山学徒から富士山について、われら

のレベルに合ったレク

チャーをしてもらった。

事の次第は先般、恭兄が三嶋

大社で昭和７年生まれの絶

望的・八方塞り」の運勢

を再確認した後、富士宮

市の大石寺附近で撮った ＜富士山のレクチャー済むまではお預け！>

富士山の写真について、四郎が「山頂の形がまるきり違う」などと質問を

発した事に始まる。 <ぴちぴちのバイトさん・花か蕾か＞

然らばこの際一同に「一通り」、という事でわざわざ資料持参での研修と相成った。先ず富士山を３６０度、

季節、時刻、高・低様々な場所から見た写真２０数枚をＡ４、Ａ３版に焼き付けた資料に基づいての説明

を聞く。その姿はまさに千変万化、目の前の写真１枚、それが何処からか、ほぼ言い当てる詳しさ！

続いて、噴火の歴史、火口、山容、残雪の模様などについての薀蓄を拝聴した。他の客が好奇の眼差しを

向けているのが分った。この間約３０分。今日は勉強したな、授業料はなし、有難う。

日高屋のウエートレスが暫くは料理を運ぶのをためらう仕儀。内容十分な反省会であった。

３月中旬の房総山脈ウオークには思わぬ体調不具合で棄権？した克ちゃんも宮さんも今回

は完全に復調して６人揃っての反省会、喜ばしき限りであった。

（＊この駄文を綴っている５月１日、奇しくも「富士山の世界文化遺産登録が内定した」

とのニュースが入ってきた。富士山学徒のみならず、日本人にとっては慶賀の至り、これ

を機会に一層、富士山の自然と文化を大切に磨き続けて欲しいものである。）
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（５）２０１３年４月１６日（火）晴 石橋宿 雀宮宿 宇都宮宿 徳次郎宿

佐薙 鈴木 高崎（松尾欠）宮川 石和田 距離 26.0 時間 8Ｈ15ｍ（7Ｈ25ｍ）歩数 41500

（５：１３ 新検見川 ６：０８ 上野 ７：３８ 東北本線・石橋着）

７：４０ 石橋駅・集合、発 下古山一里塚 鞘堂地蔵 星宮神社

８：５５ 結城道との分岐・追分（わかされ）航空自衛隊宇都宮駐屯地 雀宮本陣跡

９：５５ 江戸から１００Ｋｍ地点、雀宮神社 陸上自衛隊航空学校 薬師堂 菅原神

社 江曽島一里塚 西原・４号と分岐 東京街道？ＪＲ日光線跨ぐ 東武宇

都宮線潜る

１１：５０～１２：１５ 昼食・はなまる・讃岐うどん 宇都宮宿中心部 宇都宮一里塚

桂林寺入り口 勝善神の碑 松原３丁目・１１９号と合流

１３：２０ 県体育館前・休憩 上戸祭町 宇都宮管状道路と交差 桜並木始まる

上戸祭の一里塚 桜並木から杉並木へ 街道らしくなる 高谷林の一里塚

東北自動車道と交差 下徳次郎 徳次郎・宿場の様子は見られず

１５：５０ 智賀津神社 大けやき 徳次郎の六本杉

１６：１５ 上徳次郎バス停着 （バスにて約４５分・ＪＲ宇都宮駅へ）

１７：２０～反省会・駅前「居酒屋・あおやぎ亭」

１）下野国・石橋宿

なか３日目である。今回は松尾が最愛の奥方の入院、施術を翌日に控え、予告不参加。

宮さんのカメラに頼る。指定時刻に５人集合。

「下野市石橋だが、もし此処に下野駅があり上野駅

行きがあったら、また迷う御仁も出たかもね？」な

んて、誰かが冗談を発したが、「これは聞き流して！

と、実力勝負」、最近は益々好調だから・・。

今日は宇都宮宿の先、徳次郎まで６里の予定、単調

な街道歩きから少しは抜け出せるかもしれない。

街道風景も宮川宗匠に主役となってもらって描い ＜石橋駅・揃いました、ー克夫・写＞

て見るか。（＊句会を主催している古い友人がいて、同窓会の返信ハガキに、燻製つくりと俳句、字俳・・

を趣味にしている、と書いてきた。「字俳？」、文字を捻って何かアートのようなものでも作るのか？素朴

にそう思った。顔を合わせたとき聞いてみた。“ああ、あれは「写俳」だよ”、“「字」と「写」か、文字が

滑らかで見分けがつかなかった。絵手紙みたいなもんか、それにしても俳句が説明的にならんかね・・“な

んて自らの不明を誤魔化そうとしたが、まあ昨今の世情からすれば、コミュニケーションの便法として益々

盛んになるだろうことはうなずける）

“道中も 五度目となりて 春深む”（宮）

２）江戸から２５里（１００Ｋｍ），年をはさんで５日目で通過
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甲州道中での１００Ｋｍは初狩駅の手前、２０１０年４月２６日、矢張り５日目だった。

この時は宮川がＳ病院から声援を送ってくれた。

今回は松尾がメールで叱咤・激励である。。

“日本橋 発ちて百キロ 花は葉に”（宮）

４月の中旬と下旬、一番良い季節だが、甲州道中では、

笹子川や桂川、相模湖を包む山稜に若葉に混じって藤

の紫がいかにも美

しかったのに対し、

＜江戸から２５里・１００Ｋｍ地点＞日光道中は平坦で曲

がることの滅多にない武蔵野をいくばかり、なかなか辛抱

がいる。

“春の汗 してひたすらに 直線路”（宮）

丁度この地点の向かい側には「雀宮神社」がある。

（・「社伝」では長徳元（９９５）年、「陸奥の守」に任じられた ＜雀宮神社・かなり古い＞

藤原実方が赴任の途中ここで休息、陸奥に向かうが妻の綾女も後を追い、この地で病没、遺言により持っ

ていた宝珠を埋め「産土神」として祀ったのが始まり。その後、実方も赴任地の陸奥で没するが、その霊

魂が「雀」となってこの地に飛来し、２人を合祀した、という。日本武尊は白い鳥、「雀」とは珍しい。

・小山宿を出たところに「星宮神社」というのがあった。１３００年代後半の小山氏と宇都宮氏の争いで

没した兵士の鞘を集めて供養した鞘堂の守り神として建立されたというが、「星宮」とは兵士の霊魂が星に

なり、天宮に安んぜよ、とでも言うのか、何だか「メルヘン」の絵本でも見ているような想いになる。）

３）「吊り天井」は今でもありうる「物語」だ

「宇都宮」の名の由来は、「日光から移し奉つた・うつしの宮」とか「下野国一ノ宮の転

訛」、「ニ荒山神社へ服従しないものを征討する・うつ（討つ）の宮」など、様々のようだ

が、奥州道中と日光道中の分岐店で、宿場の規模は大きく、江戸末期の記録では本陣２、

脇本陣１、旅籠４２軒、人口６３３５人とある。

宇都宮城は平安末期には藤原崇円（宇都宮氏の祖）によって築城

されていたようだ。

その後、戦国時代から江戸時代、そして、戊辰戦争の激戦場とな

るなど、歴史を背負ってきた。

まあ、吾ら戦中派には「宇都宮連隊」なども記憶にあるが、今で

は「吊り天井騒動」と「餃子」位しか話題にならない。

「吊り天井騒動」は講談、歌舞伎、演劇などの絶好の題材だ。

＜奥州・日光街道の追分に建つ不動堂＞ １６２２年４月、秀忠は家康の７回忌に日光に

参拝、帰路本多正純の宇都宮城に泊まる予定であったが「宇都宮城の普請に不備がある」
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という密訴がり、宇都宮に泊まらず急遽江戸まで立ち戻った。結局、宇都宮城には何の仕

掛けもなかったが、正純は９月に改易となり、出羽横手へと流罪になり本田家は滅びた。

詰まるところ、世襲で権力を継ぐもの、その周辺に集まるものの思惑と利害、人間の愛憎

などが複合して生まれる、今も絶えない業の、やや特別な発想が事件化された一例に過ぎ

ない、と思える。

（・本田正信、正純父子は徳川家康の智謀の家臣で、殊に正信は家康の信頼が厚く、家康をして「自分の

友」と言わしめたほど。後に正信は将軍秀忠付の年寄、正純は駿府の大御所・家康の側近となり、正信・

正純父子は政敵・大久保忠隣（銀山開発に不正ありとした大久保長安事件に絡めて）を失脚させるなど、

幕府内では強い影響力を持ち、幕閣内には政敵も多かったが、誰も逆らえなかった。秀忠も父親の代から

大きな力をもち、意に沿わない正純を疎ましく思っていたようだが・・。

元和２年（１６１６）、家康と正信が相次いで没すると正純は２万石を加増されて下野小山藩５万３０００

石となり、秀忠付の年寄り（後の老中）にまで列せられた。

しかし、正純は先代からの宿老であることを恃み、権勢を誇り、やがて秀忠や秀忠側近から怨まれるよう

になる。１６１９年、正純は家康の遺命であるとして、奥平忠昌（秀忠の姉・加納御前を祖母とする。加

納御前の娘は改易させられた大久保田忠隣の嫡男・忠常の正室）、を下野宇都宮藩１０万石から格下の下総

古河藩１１万石へ移封させ、自らは小山５万３０００石から宇都宮１５万５０００石へ加増された。正純

はさしたる武功も立てていない自分にとっては過分な知行であると固辞したしたと言われるが、こうなる

と、周囲からの反感は一層高まった。

・正純は秀忠の日光参詣、宇都宮城宿泊に備えて城の普請や御成り御殿の造営を行った。

ところが、秀忠が日光へ赴くと加納御前から「宇都宮城の普請に不備がある」との密訴があり、秀忠は真

偽を確かめるのは後日として「御台所が病気である」との知らせが来たとして、宇都宮城を通過して壬生

城に宿泊、江戸城に戻った。

その後、秀忠は「鉄砲の秘密製造や宇都宮城の本丸石垣の無断修理、更に宇都宮城の寝所に吊り天井を仕

掛けて秀忠を圧死させようと画策した」、など１１ケ条の罪状疑惑を正純に突きつけた。

正純はこれらに１つ１つ明快に回答した。

しかし、追加の３ケ条（城の修築に従わなかった将軍直属の根来同心

を処刑した事、鉄砲を無断で購入した事、城の修築で許可なく抜け穴

の工事をした事）については、明快な回答が出来なかったため、所領

は召し上げられたが、先代からの忠勤に免じて改めて出羽由利郡に

５万５０００石を与えるとされた。しかし、謀反に覚えのない正純は

その５万５０００石を固辞したところ、秀忠は怒り、本田家は改易と

なった。上述の通り、正純の謀反の証拠は何もなく、秀忠も ＜歴史を見つめてきた大きな欅が目立つ＞

これを確認しているが、何故こう言うことになったのだろうか？。この顛末には、正純の存在を疎ましく

思っていた土井利勝ら２代目側近の謀略があったとも、加納御前の恨みによるものとも言われる。

権勢を欲しい儘にした先代の側近とそれを疎ましく思う２代目、そして新しく力を得ようとするその側近、

或いは身内の失脚に恨みを持つ「女性」・・、その構図は今も変わらないようだ・・。）
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４）「讃岐うどん・はなまる」で昼食、またチェーン店でお世話に

創業者は「幼少時に、はなまる、を貰えなかったのでお客様から、はなまる、を貰いたい

との思いから２０００年５月に「はなまるうどん」を高松

市に開店。２年後には県外・岡山県倉敷市に出店、フラン

チャイズ事業を開始。

高品質の「うどん」が１杯１００円から食べられるという

驚きや最初にダシをかけて「うどん」を渡し、それに天ぷ

らなどを自分で乗せていく「セルフうどん」システムが香

川県外の見慣れない客に好評を得て、２００２年には東京

＜讃岐うどん・チェーン店・はなまる＞へ、２００３年には千葉県佐倉市に工場建設、着々

と事業を拡大、２０１１年８月時点で３００店舗余、工場も高松、千葉、静岡、沖縄にあ

る。「讃岐うどんを香川県以外で手軽に食べられるようにした功績は大きい」と言われる。

どうも、目立つところに休みなく営業しているチェーン店は吾ら街道歩きのものにとって

は助かる存在である。

“はなまるの 讃岐うどんや 春暑し”（宮）

先に麺とつゆ、後から好きなように天ぷらなどを入れたものは喉越しが良かった。

５）休憩はメールの作成で精一杯！

“長閑さや 体育館に 小休止”（宮）

松尾から「餃子、馬刺しの

国で讃岐うどん、とは何事

か？！」という激励とお叱

り？のメールが入った。

「反省会の楽しみにしてお

くよ・」と返信。なかなか

骨が折れるわい。

＜骨が折れて疲れが出る＞ ＜さっさとせんかい！ああ・・＞

６）遅咲きの桜がまだ少し

“花屑を 踏みて桜の 並木道”（宮）

上戸祭の道標、「国道１１９号 日光道中 日光３２Ｋｍ」

とある。この標識のところから桜並木に入る。

中央に車道、両脇に桜並木、その外側に一段と高く歩道、

１Ｋｍほどから杉並木が続く。

いよいよ、日光道に来たなという実感である。

桜と紅葉が交互に植えられている。春も秋もの配慮か。

＜桜が残る歩道を行く・・＞ “華やぎて 並木に残る 桜かな”（宮）
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7） 欅は長命、限りない歴史を見てきた

木にも神は宿る、木そのものが神である。注連縄を巻かれた木は神々しい。

この「智賀津神社」の夫婦欅は樹齢７００年を超える。そして、この神社は宝亀９年（７

７８）に日光のニ荒山神社から御神体を勧請し

て千勝森（ちかつのもり）に祀ったという歴史

がある神社だといい、徳次郎３宿の総鎮守であ

る。

徳次郎宿は上、中、下の３宿が謂わば合宿して

出来ている。当初は上徳次郎だけで人馬の継ぎ

たてをしていたが、江戸中期以降になって、中、

下徳次郎が置かれ１０日交代で人馬継ぎたてを

するようになったといわれる。縦に３Ｋｍ以上

もある細長い宿である。恭リーダーはＮ組の ＜夫婦欅、何方が何方か確かめなかった＞

今市市出身のＩ君に「今度、徳次郎・とくじろう を通るよ」と言ったらＩ君は「地元で

は・とくじら・と言うんだ」と教えられたそうだ。

日光山の久次郎（鯨）村に対し、彼の山の外という意味で外久次郎（そとくじら）村と号

し、日光から遠いので遠久次郎とも書いたと言う。確かに途中で「とくじらまで」と言っ

たらよく通じた。 “木の芽張る 夫婦欅の 幹太し”（宮）

8）若葉が美しい、まさに“山笑う”だ

漸く山が迫ってきた。そして山は所々白っぽく見える。

楢の若葉に違いない。

下徳次郎、中徳次郎と過ぎてやっと上徳次郎のバス停にた

どり着いた。次回のために「距離を稼いだ」、頑張ったぞ。

次回はこのバス停からス

タートする。

“山笑ひ 上徳次郎で

＜ふんわりと柔らかい若葉＞ 膝笑ふ“（宮） 恭リーダ

ーが上徳次郎には右に本陣・脇 本陣跡、左に問屋場、脇

本陣・館野家があったはずだ が・・と言うが、バスの

来るのを気にし過ぎて見つか らなかった。

9）ＪＲ宇都宮へ

国道１１９号である。朝、夕は１時間に３～４本あるようだが、ウイークデーと休日では

運行回数が違うのは、このバス路線の果している役割を良く現している。

沿線に養護学校や工場がある。ＪＲ宇都宮駅まで４５～５０分、６９０円也。
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駅前の地下、「居酒屋・あおやぎ亭」、ここも何だか宮さんの覚えのある店らしい。バンカ

ーとは地面の底まで調べてあるのかなあ。

店では一番客、ベテランのお嬢さん？がまあ、丁寧に面倒

を見てくれた。松尾に「エシャーレット、枝豆、餃子、栃

尾の厚揚げ豆腐、・・」と連絡したら、かって栃尾に勤務

した事のある彼からは合格点？が出た。代わる代わる松尾

と会話、彼も反省会に参加しているのだ。明日の奥様の施

術成功を願った。

(６）２０１３年５月８日（水）晴 上徳次郎宿 大沢宿 今市宿 鉢石宿・日光

佐薙 鈴木 高崎 松尾 宮川 石和田 距離 21.0 時間 7Ｈ20ｍ（6Ｈ05ｍ）歩数 35600

（７：１０ 宇都宮駅バス⑧乗場発 関東バス・今市車庫行き ７：５０上徳次郎着）

８：０５ 上徳次郎発 六本木の一里塚 十九夜塔石仏（右手を頬に顔傾ける）左右に

りんご園 石那田八坂神社 桜並木 杉並木始まる 上小杉一里塚

９：１０ 宇都宮市から日光市へ 桜と杉の並木 山口集落 杉並木

１０：０５ 杉並木寄進碑 大沢宿入り口 大沢の四本杉

１０：３５ 大室入口 大沢一里塚 延命地蔵尊

１０：４５ 下水無十字路・Mini stop 上水無 森友

１１：３０ 下森友・奥州道分岐点・セブン・イレブン、小休止

１１：４０ 来迎寺 森友 七本桜の一里塚・杉ホテル 東武日光線ガード

１２：３０～１３：１５ 昼食「まつもと 手打ちそば」追分地蔵尊

１３：２０ 今市宿 ＪＲ・今市駅、東武今市駅 浄泉寺 砲弾打込み杉

１４：０５ 小休止 石仏群 戊辰戦争隊士の墓 並木太郎

１５：１５～２０ 七里の集落・小休止 麻疹地蔵 筋違橋（バスの時間切迫、急ぐ）

１５：３７ ＪＲ・日光駅着

（１５：４０～１５：５５ シャトルバスにて霧降高原・大江戸温泉着、泊）

１）愈々日光道中・仕上げの日

全員が揃った。５月上旬の緑は新鮮だ。

“新緑を 深めて迎ふ 徳次郎”（宮）

前回・４月１６日、石橋・雀宮・宇都宮・徳次郎ウオー

クで細長い徳次郎宿の一番日光寄り、上徳次郎まで頑張

っておいたのが幸い、と言えそうだ。

バスの中で４月１６日にも乗車していた２０才台のお

＜上徳次郎バス停・服装は防寒？＞嬢さんにまた出会った。彼女は周囲を気にする事もな
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く、大きな声で歌を唄い、独り言を言う。外見は全く異常を感じさせないが、どうやらハ

ンデイキャップを持っていて、中徳次郎にある電子部品工場で働いているようだ。

このバス路線には少し手前に養護学校があり、多くの子供が通っている。

これが現代社会か。（＊出発直前、民家の裏庭に入り込み体制を整えた治郎の決定的な瞬間

を松尾のカメラは捉えているが、毎朝、タバコの吸殻を拾い集めている功により、近々横

浜市から表彰されることに免じて勘弁しておこうか）

２）十九夜塔、如意輪観音像、右頬に右手の指をあて思索にふける

上徳次郎バス停を出て１０分、左手に十九夜塔と彫った石塔があった。実は午後、今市宿

の先でこの種の石塔・仏が１０基ほど集められた石仏群に出会った。

宿題を解く？（完全に解けているかどうかには自信はないが）

＊ 旧暦１９日の夜、女性が寺や当番の家に集まって講を開き「如意輪

観音」の前で経文、真言や和讃を唱える行事を「十九夜講」と呼び、関

東北部で盛んに行われた。

＊ 十九夜講が祈願の信仰対象あるいは成就のあかしとして建立する

石塔が「十九夜塔」で、主に右手を右頬にあて、首をかしげて右ひざを

立てて座る姿の「如意輪観音像」が主尊として彫刻されている。

＊ 「如意輪観音像」は醍醐寺や三井寺のそれが身近だが「ふっくらと

した丸顔、頭を右に傾け、目を閉じ、右頬に右手の指先を当て、何か思

案しているように見え、気持ちが和らぐような仏像」である。

＊（世の中には色々な事を研究する奇特な人がいて）千葉県北部の ＜野辺に佇む十九夜塔・上徳次郎＞

「十九夜塔」の分布を調べた結果、「約２０００、利根川・中流、下流域、印旛、江戸川周辺に多く、１６

６８年ごろから始まり、１７００～１８００年代に集中している」と言う事だ。

＊これで、「江戸時代中期の女性の祈りに発し、如意輪観音に由来する」という、石塔の像が一段と穏やか

に優しく見つめられるような気になった。（ただし、これは「墓」ではない。我が家の墓地にある一基も年

代が「元禄」であり、時代は符合するが、墓石の仲間に入れられて居心地はどうであろうか？）

３）見事な眺め、空気も抜群、宮川宗匠、句想を練る？

男体山の頂上付近には、まだ僅かに残雪。

“男体の 影を添えたる 植田かな”（宮）

男体山の右側には女峰山はじめ日光の連山が連な

っている。

“連山の 風捉え鳴く 初蛙”（宮）

印象深い光景に出会えば「句想」は幾らでも湧い

てくるものらしい。「川柳」すらも捻れない当方、

＜男体山の影を映す植えて間もない田圃＞ 「朴念仁」も疲れは忘れる光景である。
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４）「とろろ・そば」って、何が入っているのかなあ？！

既に１２時半ですが・・。今市は「手打ちそば」で有名だと恭リーダーが聞いてきている。

延々と続く杉並木の街道両側に店は一切ない。

それに沿って走る１１９号の南西側にのみちらほらと建物がある。

「下水無」交差点の「Ｍini stop」を横目に通過したのが１０時４５分。その駐車場・角にヌケ

ヌケと「この先２分」とセブンイレブンの看板があり、これにつられて何んと４０分も歩いた。

どうせ、テクテク歩く歩行者などは相手にしていない、と思っていても、矢張り“げんなり”、

ああ、２分と４０分、小休止！

４００百年を越えて生き抜いてきた杉たち、街道の両側を流れ下る清流に励まされて、更に１時

間弱、漸く「日光市・今市地区・今市宿」に入ったところに「あったあった」、恭リーダーが怠

りなく杉並木の樹間を通して目ざとく見つけてく

れた。やれやれ、店内には６０歳代の旦那が１人だ

け。元、日光市の職員で退職、時々この店に来る

常連、幾つかの地域情報を仕入れた。

吾らは壁に貼ってあるメニューを見てめいめい注

文、「とろろそば」が４人でトップ。

昔の旅人よろしく「とろろ」でも食べて元気を出そ

う！と言うことか。（東海道・丸子宿を思い出した）

お待たせえ～、おばさんが独りで調理しているようだ。＜とろろそば？月見みたいだぞ・・＞

さてさて、この「とろろそば」、生卵が乗っている。「とろろ」は何処だ。どんぶりの底の方を

ひっくり返しても、それらしきものは出て来ない。

“今市ではこれをとろろそばと言うんだ”と松尾が解説？ “でもこれじゃ月見だよ”

だが、あっけにとられて誰もおばさんに確かめる事はなかった。「そば」は濃い灰色でせいぜい

２～３Ｃｍ，縮んで、ぽろぽろしている。“こりゃ、蕎麦掻きだ”お勘定になったとき、おばさ

んは全品目一律に２０円上乗せしていますよと。はいはい、アベノミックスに協力ですか？！

５）圧巻！！杉並木、流石だ。

これまでの５日間はこの杉並木を実感するためにあったと言ってもいい。

彼らは壮年、吾らは老年と言うところか。よくもこれ

だけのものを残してくれた、尊い遺産である。

徳川家譜代の近臣で秀忠、家光３代に仕え、長年、勘

定頭を務めた松平正綱、（信綱父子）が紀州熊野から２

０万本余の苗木を取り寄せ、１６２５年ごろから 20

年余りをかけて、日光街道、例幣使街道、会津西街道、

全長３７Ｋｍにわたって植林をし、１６４８年４月、

＜杉並木寄進碑・日光市（旧今市市）山口＞家康の３３回忌に、「東照宮」に寄進した。
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正綱は３３回忌を済ませ、江戸に帰った直後の６月に使命を終えたかのように没したという。

（＊この寄進の碑は宇都宮から日光市に入る境にあった。碑には「松平正綱公が杉並木を植栽して東照宮

に寄進したことを記した石碑である。並木の起点となる神橋畔および各街道の切れる今市市山口（日光街

道）同小倉（例幣使街道）同大桑（会津西街道）の４ケ所に建っている。この碑は日光神領の境界に建て

られているので境石と呼ばれる」とある）

かくして根付いた杉は４００年の風雪に耐えつつも次第に

枯死し、今では１２５００本、１年におよそ１００本づつ

減っているそうだ。（日光街道・１９．２Ｋｍ・５０６３本、

例幣使・１３．９Ｋｍ・６３８６、会津西・３・９Ｋｍ・１０２

６、あと１００年で杉並木は消滅すると言う、Ｈ－２０調べ）

街道の両側に逞しく立つ太い幹には、会社名や個人名の＜オーナー制度・会社名、個人名あり＞

札がぶら下がっているのが目に付いた。

これは、杉並木を保護するために平成８年から始まった「オーナー制度」によるもので大変結

構なことである。

（＊どんな仕組みか？幾くらくらいか？年会費は？・・という会話が交わされた。５万くらい、いや１０

万、年会費もいるだろう、太いのには殆ど札がついているがまだ余地はあるか？・・。ことと次第では「オ

ーション会」の札でも下げかねない？勢い。先ほど「そばや」で会った日光市のＯＢに聞けばよかった。

法学部出身の宮さんへは、杉並木の途切れたところに民家があるが、元々幕府・おかみのものと思える土

地に家を建てて居座ってしまったのか、土地の所有権はどうなっているのか、杉並木に隣接して何箇所も

墓地があったぞ、これはどうなっているのか？なんて質問が向けられた。答があるはずもない。

其処で「電話取材？」だ。帰宅してから、先ず日光市、今市支所、栃木県庁と言われるままに

盥を回して、取り敢えず、栃木県庁の文化財課に行き着いた。概要は以下のとおり

ⅰ）オーナー制度は栃木県が「杉並木保護基金」を作り杉の購

入希望者に杉を売却、その資金を基金が運用して運用益を「日

光杉並木保護財団に交付し、保護事業を実施する」もので、県

庁の文化財課の管轄下にある。

ⅱ）１本１０００、万円、年会費はない。（どうも吾らの了見は

小さかった！）杉は東照宮の所有であるので、オーナーの申し

入れがあると基金が東照宮から杉を譲りうけ、オーナーの所有

＜蒼空を細く切り取り杉並木（石）＞ とする。ただし、この杉は文化財であるのでオーナーが勝手

には処分出来ない。枯れたら他の木に替えるし、やめたければ基金は返す。

２３年３月現在、５０８本、オーナーは３８７名、まだまだ余地はありますよ。

ⅲ）杉は樹高と同じくらいの幅で根を張るので、目下両側２０米を公有地とすべ努力中で、２２年度末で

２８ヘクタールが公有化された。（何％くらいかは聞き漏らした）

ⅳ）「法学部向け」の疑問には残念ながら確答はなかった。「不法占拠もあったのではないか？」「植樹の時

既に個人がすんでいたかも・・」 （誰か知りませんか、教えてください！そんな暇はないよ！ああ・・）
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ⅴ）横道にそれた序でに１つ、今市を過ぎた辺りで中年の紳士が１人やってきた。休憩代わりに松尾と共

に立話。氏は横須賀からやってきて今日は今市で泊まり、明日、今市～小倉間の例幣使街道の杉並木を歩

く、こちらがなんと言っても一番、と仰った。そうか、成るほど。杉並木ウオークの「ツー」と言う事か。

今市から小倉まで１３．９Ｋｍ，途中に「文挟・ふばさみ」という風雅な名前のところがある。

今年、９９歳、最高齢で俳句の「蛇笏賞」を受賞した「文挟夫佐恵さん」を思い出した。

句集に「白駒・はくく」というのがある。意味はいうまでもなく「天地の間で過す人生など扉の隙間から

白馬が駆けるのを覗き見ているようなもので、ほんの一瞬のことだ」というのだが、何だか「ぞくっ」と

させられる。９９歳のご夫人の境地だから、重いんださ！）

６）杉並木礼賛・点描２～３

“野暮天の 広さはあるな 杉ホテル”（寛）

今市宿の手前に「並木ホテル」と呼ばれる大きな空洞を抱えた杉が１本。

４人は寝られる広さ、カメラマンの松尾が珍しく写される人になった。

この直ぐ近くには廃業したラブホテルがうら寂しく残っていた。

＜シュラーフ持ってくれば

良かったね、松尾さん＞

“迸る 清流にさす 緑かな”（宮）

ミニ水力発電所が出来そうな水流、ああ、砂漠の人たちに分けてやりた

い。

“風薫る 並木太郎の 男前”（宮）

弘法の霊水、戊辰戦争隊士の墓、の先に杉並木の中で一番大きく美しいと言われる名木、高さ・３８米、

胸高直径２・５米。以前にはこの近くにこれより優れた一番太郎があったが落雷のため枯死、当時二番太

郎だったこの杉が「並木太郎」へ昇格したそうだ。（男前の審査基準の詳細は知らないが）

（吾らは６人だが高崎は治郎、松尾は寛二、宮川が次夫、石和田は四郎だがこれは屋号で実際は次男。

何と２番目が４人もいる。４人とも昇格のチャンスを望むつもりは無いようだが、分を弁え、背筋を伸ば

して、しっかりと生きて行きたい！とは強い共通の思いと言えるようだ。）

７）治郎さん、お世話様、反省会は霧降高原で存分に出来ました。

あと１Ｋｍ弱、日光道中は間もなく終点、「七里の集落」で最後の休憩。ところが治郎が手

帳を捲り浮かない表情だ。今夜泊まる予定の「大江戸温泉物語・日光霧降」の電話番号が
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見つからないらしい。何時も真っ黒になるほど書き込まれ、ウオークのスケジュールはほ

ぼこれに支配されると言える手帳に書いてないとは！

霧降高原での宿泊は治郎の提案、従って治郎が責任者。あせる治郎、困った時の最後の頼

みは奥方様だ！

幸い！圭子さんのケイタイには電話番号が控えてあったようで数分後には返信、なんと有

能なセクリタリーであることか。

お蔭で得られた情報では、１時間に１本しかないシャトルバスのＪＲ日光駅前発車まであ

と１５分しかない！大変大変、途中のんびりしていても、フィニッシュとなると何故か大

急ぎになる？２０Ｋｍ以上も歩いてきた年寄り集団、もつれる足を操りながら、何とか転

倒もなく、待ちわびていたバスに滑り込んだ。（余り愛想が良さそうに見えなかった）運転

手さん、有難う。（宮さんは翌日の都合あり、帰宅）

ぐんぐん高度を上げてゆくバスの窓からは、芽吹き始めた唐松やツツジが見事だった。

２０分ほどで「大江戸温泉物語・日光霧降」に着いた。大きな施設だ。

（官庁の外郭団体が金を湯・水の如く使ってじゃんじゃん建てた保養所の類を民間がその 10 分の１、20

分の１の安値で買い入れた代物と聞けば、腹も立つが、今夜はそれは言わない。

食事はバイキング、連休をはずして来たのだが広い食堂

は満員。連休中はこの３倍は泊まっていたというから、

職員もお客さんもご苦労だったな。

部屋は５人１部屋、ベッド２、畳・布団３、じゃんけん

で優先順位を決めたが、何故か「独語」の治郎、恭がベ

ッド、「仏語」の３人が畳とスムースに分かれた。

何を反省したか覚えていないが、高原の夜は良い！

明日は９時の始発バス、ウオークはまだ少し残っている

＜５人と予約したのに椅子は４脚、怒るな怒るな＞ よく寝た。

（７）２０１３年５月９日（木）晴 鉢石宿、東照宮参詣

佐薙 鈴木 高崎 松尾 石和田 距離 8.0 時間 4Ｈ50ｍ（2Ｈ20ｍ）歩数 13800

９：００ 大江戸温泉物語・日光霧降発

９：２０ ＪＲ日光駅着・発 東武日光駅 松原町、石屋町、御幸町、下鉢石町、中鉢

石町、上鉢石町と１１９号を登る 天海大僧正像

１０：０６ 日光橋着・日光道中終着 御神橋を眺めつつ大谷川を渡る

１０：２０～日光東照宮参拝

神厩舎・三猿 陽明門 東回廊・眠り猫 奥社御宝塔（家康公墓所）薬師堂・

鳴竜 御酒・清関 二荒山神社 （家光廟・大猷院前、慈眼堂前）太郎杉

１２：４０～ 神橋庵・昼食 土産の羊羹購入（三ツ山、鬼平）

１５：２０ ＪＲ日光駅発 宇都宮経由帰宅
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１） 鉢石宿を歩く！そして遂に「日光橋」、日光道中の終点へ

高原の春は素晴らしい。恭兄の高度計では９５０米、清澄な空気に乗って鶯の声が渡り、

東方には今市の町並み、杉の並木が日光道と例幣使道を濃緑に画き、振り返れば残雪の女

峰山がまじかに迫り、男体山へと連なる。ほぼ同じ高さに５年前・２００８年の秋、治郎、

松尾と３人で恭兄のキリマンジャロ登頂成功を

祈って登った鳴虫山（１１０３米）が望める。

時間が余るほどのバイキングの朝食、程々にピ

ックアップするのが難しい？“つい、眼が欲し

がってしまう・・”と治郎が文学的な表現、“頂

いたものは食べ残さない、これが吾ら世代の躾

だ・・”とは恭兄の口癖、その通り。

９時の始発バス、１５分で山を下り、昨夕 ＜ハイカラなＪＲ日光駅・後ろは女峰山＞

やや慌てたＪＲ日光駅に戻ってきた。

さあ、此処から鉢石宿を歩く。日光橋、（御神橋）まで行って始めて「日光道中」を完全に

歩いた事になる。

この宿場は日光東照宮の輝きの陰に隠れて、宿場の雰囲気を見つけるのは難しい。

しかし、街道の両側では今も昔からの暖簾、伝統に生きている・・という光景に出会う。

“技（わざ）継（つ）ぎて ゆば、そば、羊羹 うまし水”（石）

鉢石宿の江戸末期の様子は、本陣、脇本陣、問

屋各１、旅籠１９、民家２２７、９９５人で長

さ５町という、こじんまりした宿だった。

大谷川にかかる日光橋、上流には朱塗りの御神

橋。

（東海道、中山道は京都三条、加茂川に架かる三条大

橋の袂、今回は大谷川に架かる日光橋のたもと。

東海道に次いで１６３６年に整備された、全長凡そ３７

＜日光道中終点・背後は御神橋、１０時６分・松尾写＞里、２１の宿場を持つ街道ウオークは完成した。

鎌倉街道が何処にでもあるように、日光への道も、例幣使街道、御成街道、千人同心街道、日光東往還 北

街道、西街道、下野街道、会津中街道・・など、徳川様の威光を集めて、今にその名を残している）

２）東照宮参詣、あれこれ

ⅰ）日光開山の祖、勝道上人の像 を拝む

日光には８棟の国宝、３４棟の重要文化財があるという。

恭リーダーが良く見なくちゃ！と力を込める。東照宮境内への入り口で、

先ず日光開山の祖、勝道上人の像を拝む。眉太く、心身強靭な山岳修行

者の像である。ＪＲ松本駅前の「槍ヶ岳開山・播隆上人像」に似ている。 ＜日光開山・勝道上人の像＞
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奈良時代、７３５年に高岡（栃木県真岡市）の生まれ。（この種の伝承はほぼ似たようなものだが）７歳の

時、明星天子という神の「仏の道を学び、日光山を開け」とのお告げを受け、僧侶となり、大谷川の激流

を渡って草葺の小屋を建てて日々二荒山（男体山）の霊峰を拝していたところ、背後から紫の雲が立ち上

り、大空に舞い上がるのを見た。この荘厳な光景に心を打たれ、この地が青竜・白虎・朱雀・玄武の四神

守護の霊地と感じ、此処にお堂を建て「紫雲立寺・しうんりゅじ」と名づけた。これが現在の「四本竜寺・

しほんりゅじ」（江戸時代以降は輪王寺）で、日光山の始まりといわれる。その後、勝道は幾多の苦難を乗

り越えて遂に二荒山（男体山）の頂上を極め、ニ荒山大神を祀る。中禅寺湖、華厳の滝・・も見つける。

上人は８１７年に８３歳で亡くなるが、その３年前、人を介して頼まれた空海が勝道の登山記と悟りの場

面を「沙門勝道、山水を歴（へ）玄珠を螢（みが）く（道を極める」の碑」を書き残した（勝道は空海よ

り４０歳ほど年長）。この現代語訳を見ると、恰も空海自身がその苦行を成し遂げたかのような描写である。

流石は大天才の空海、「静かな環境に入り、そこに身をおけば心も清らかである。そして、心と環境が合致

し、互いに響き合う事が出来れば万物の根源となる“自然の道理”とその働きである“知”が自ずと発揮

される。そこに悟りがある」と説く空海と奥深い山に分け入り、其処で修行し悟りを得た勝道上人とは同

じ信念であったからこそ、と解せられる。

空海が８２０年、日光に来山し、ニ荒・ニコウから「日光」としたとか、滝尾神社を建立した、８４８年

に下野生まれの慈覚大師円仁が訪れて薬師堂を建てた・・などという記述もあるが、まあ伝承としておこ

う。（＊日光山は二荒山・ふたらさん、ニコウ山、また「ふたらさん」は南インドの海岸にあって観世音菩

薩の住める霊地・補陀洛山（ふだらくさん）から来ている、という説もあるが、きりがない）

ⅱ）日光東照宮、天海大僧正に敬意を表するか

東照宮に足を踏み入れたからには、一言触れざるを得まい。「南光坊・天海」である。

１５３６年に会津で生まれ、１６４３年、１０８歳で没する、この桁外

れの傑僧は家康の信任厚く、秀忠、家光の家庭教師、政治顧問、相談役

として徳川３代に使え、謂わば「黒子の宰相」（＊家康にはもう一人、金

地院宗伝・１５６９～１６３３という政治、法律、儒教、古典に通じた

僧侶がいた。１６０８年に駿府で外交文書を担当したのを皮切りに、本

田正純と共に存分に手腕を発揮、１６１２年には「伴天連追放令」を出

し、１６１４年４月には、豊臣を滅ぼすために、例の方広寺の大仏開眼

供養の鐘銘、「国家安康、君臣豊楽」に徳川滅亡への呪いが込められて

いる、と難癖をつけ、「大阪冬の陣」のきっかけを造った（悪）知恵に

富んだ怪僧で謂わば双璧。この鐘銘は臨済宗東福寺派の大本山東福寺の

長老、文英清韓が起草したものだが、金地院崇伝は臨済宗南禅寺派本山

南禅寺の２７０世住職であったとは！）として徳川のために尽力した。

その前半生は詳らかではないが、駿府城で家康と出会ったのが１６１０年、天海７３歳、家康６８歳。家

康は天海に感銘し「もっと早く天海に会いたかった」と言った、という。１６１３年、日光山・輪王寺の

住職となり、輪王寺を再興（家康が日光を大事にし、死後は日光山に勧請せよと遺言したのは天海の影響
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大と言えよう）。この天海、崇伝の２人の蔭の宰相は家康の死後、家康の神号で対立、天海は「権現」、崇

伝は「明神」を主張したが、天海の「権現」が用いられ、天海が主導権を握る。

天海は以後、日光東照宮の隆昌に力を注ぎ、１６３６年、家康２１回法要には家光を助け、大改修を完成

させた。１６４３年に没するが、家光（１６５１年没）の墓所の傍にねむっている。

（＊実は小生は、天海僧正について、「空海」に対するに「天海」、下野生まれの天台座主、「慈覚大師・円

仁」に対して「慈眼大師」と謚（おくりな）されている事にどうも天海の生臭さを感じて、すっきりしな

い。また、天海は明智光秀だという説がかなり流布されていることにも触れたいが長くなりすぎるのでや

める。ただ、東照宮のある場所に「明智平」があり、東照宮には明智の桔梗紋が沢山あるとか、家光の乳

母の「春日局」は明智の縁者、光秀の謀叛の裏には家康がいる・・などと面白い話は尽きない・・）

ⅲ）申年、集まれ！厄落とし、と参ろう

陽明門の手前の「神厩舎」の入り口に、有名な三猿・「見ざる、言わざる、聞かざる」の彫刻がある。

今年の４月、恭兄が伊豆・三島大社で「昭和７年生まれの今年の運勢は八方

ふさがり」を確認？申年生まれの８０歳老人は、俄に無理はすまいぜ、心醜

き事は避けよう・・などと、慎ましやかな事を言い出した。

この「神厩舎」には、本物の白い馬がおり「ぶるる！」なんて鼻を鳴らして

いた。遠足の子供達がこの本物の臭いに奇妙な反応をしていた。

猿は昔から「馬を病気から守る」とされ、馬屋で飼われていたそうだ。

この３猿は「平和な人間の一生過ごし方を説いた」８つある彫刻の１つであ

るが、何とか昭和７年・申年生まれの「八方塞り」の厄を払って下さい。

＜世のため役立ちます＞

ⅳ）陽明門はこれから６年、見られませんよ。写真屋のスゴ腕？

松尾と「日暮らしの門」の前で１枚撮ろうとあれこれしていたら、親切な中年の「おばさん」がシャッタ

ーを押してあげる、と声をかけてくれた。感謝、感謝、優しいなあ。

ちゃんと撮れていることを確認してから、家康の奥社御宝塔・墓所にお参りして凡そ１時間後にまた陽明

門の階段を下りるとすかさずお客さん！と２人の写真を開いて勧誘である。

どうして写真を撮ったか？松尾によると、吾らのカメラのシャッターを押した

直ぐあとで足の間に挟んでいた？もう一つのカメラが作動したのだそうだ。

そしてしかも、少なくない人の流れの中から我々を見逃さない。

プロの凄腕！しかも、「陽明門はこの６月から大修理に入り６年間はお目に

かかれなくなるんですよ、お客さん」と来た。松尾がこの商売上手さに感心

したのか石和田１枚買え！とおばさん側の応援である。

かくして、おばさんは商売成功、松尾は小生の昼飯代を払う事で免責？ ＜プロの撮った写真を転写＞

旅行くは楽しかりけり・・か。
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ⅴ）眠り猫、遊ぶ雀・・平和の象徴

家康の廟所に行く東回廊の入り口、頭上には、猫がのんびりと眠っている。３０歳前後のブロンドのお

嬢さん２～３人がカメラを片手に「裏側のすずめ・・」をと流暢な日本語で話しかけてきた。当方の下手

くそな英語など出る幕がない。聞けばＮＨＫの短歌の会？に参加しているのだそうだ。日本文化に興味を

お持ちのようでありがたくもあるが、つい日本の伝統文化離れの昨今を思い、寂しくも感じてしまった。

彼女達は「猫が眠っている間に雀は大喜びしている・・」という彫像のエッセンス？を聞いて来ているら

しい。

この東照宮の建物には何百という鳥や獣の絵や彫刻があるそうだ。これらは、

すべからく「徳川の平和な世」を表そうとしているのだそうで、コンセプト

として素直に受け取る事にしたい。

戦 乱 の 世 、 ど れ 程 の 人 た ち の 命 が 無 慚 に も 切 り 捨 て

られてきたか。「武士は人を殺して後、その霊を弔う、

寺を建てたり仏像を彫ったり、経を挙げたりする」、何だ

か「偽善？」のように思えるのだが、真剣な命のやり取り

の究極のところには、「世の平和、民の幸せへの願い」が

あればこそ、と思う事にしたい。

猫と雀の門を通り抜けて「家康の墓所・御宝塔」へと登った。

霊気漂う・・ほどではないが、廟所というのは大抵似たようなものだ。高いところへ、奥まったところへ・・

これが魂の安らぐ所なのだろうか。

お参りを済ませ、転ばないように松尾と２人、そろそろと下りてきた。序でに数えたら「猫の出口」まで

２１８段あった。高けりゃいいというものじゃありませよ、家康公！

他の３人は回廊に献納されている日本酒の酒樽などをチェックしていた。下諏訪の「真澄」なんてのもあ

った。

このあと、治郎が「鳴き竜」に行こうと急ぐ。靴を脱いで薬師堂へ上がる。定番コースなのか、遠足の子

供達があとからあとからと切れ間がない。

３４枚のヒノキ板、竜の画かれた縦６ｍ、横１５ｍの天井と床が共鳴して鈴のような鳴き声が聞こえると

いうのだが、最近では、若い僧が拍子木をたたく。耳のやや遠い治郎は聞こえたという。治郎には何か良

いことがやってくるかもしれないな。「心の集中が足らなかった？」のか、小生には聞こえなかった。

「祓い給え清め給え」で、恭、寛二が御酒、「松の光」１合程のパックを夫々購入した。

「おみき」が出れば、そろそろ終盤、「ニ荒山神社」に向かう。紅毛碧眼の旅人が目に付く。克ちゃんが得

意の仏語で話をしていたが、ペースについて行くのが精一杯の小生には会話の中味はつかめなかった。

東照宮の何倍も古い二荒山神社の周辺には４００年の杉並木よりはるかな古木が隆々と天を指していた。

家光の墓所、大猶院、天海の墓所、慈眼堂などは目礼して、勝道上人の像の立つ振り出しに戻った。

昼もかなり過ぎている。日光橋を渡った最初の店・神橋庵に入った。

まず、御酒を挙げ、無事日光道中を完全に歩き終えた事に感謝、続いて、日光の「そば」は今市のそれ（と

ろろそば）とは違い、我々の常識の範囲である事を確認した。



65

やや、手のすいてきたお姐さんにいろいろ尋ねる。

神橋庵の向かいに「日光のおいしい水・磐裂霊水、１２

００余年前、日光開山の祖、勝道上人がこの地に清水を

発見し、以来修験者が神仏に供えた霊水と伝えられる。

この水は男体山系の湧水で、日本でも最もおいしい水と

して定評がある」と立札にあったので朝一番にペットボ

トルに入れて持ち歩いてきたが、お姐さんに言わせれば

「あれは水道水ですよ」とそっけない。

早速、入れ替えてもらった。 ＜恭リーダーが恭々しく霊水を掬っている図＞

土産の羊羹は何処のものがいいか？と聞けば「三ツ山の水羊羹が地元の人には評判がいいが都会では鬼平

かな？」と上手な答え、心得ておられる。

さて、羊羹でも買って帰るか。

「三ツ山」は手前にあり、恭、鈴木、松尾、小生などが水羊羹を購入、「水平に持って帰ってください」と

のことで、それを忠実に、ところが治郎はやや下った道路の反対側にある「鬼平」に立ち寄るのだ。

それは、最愛、有能なセクリタリーの注文で、昨日の一件からしても、これを忠実に実行する義務がある。

車の往来の頻繁な道路を横切って「鬼平」での購入にはやや時間がかかった。

恭リーダーはＪＲ日光駅の時間をメモしており、時計と睨めっこだ。１本逃すと１時間待ちだが、どうも

この調子では難しそうである？

昨日は治郎が皆を急がせてシャトルバスに乗れたが今日は恭リーダーが一同の足の運び具合を見て、適

切？に諦めた。“年をとったら仕事は半分・・”、転ばぬ先の杖か。

次の電車まで１時間ばかり、治郎は空いた待合室でグウ～グウ～・・、時間を効率よく使う奴だ。発車真

近かまで放っておこう、と企んでいたらちゃんと頃合を見計らって目を覚ます。達人である事よ。

ＪＲ日光線の車窓から見る杉並木は実に見事だった。ＪＲ線は例幣使街道に沿っているの

で、今市からは別の並木を見せてもらった事になる。「文挟」という駅も通った。

田植えの済んだばかりの田園風景、所々に藤の紫が日光の連山を背景に鮮やかだった。

昨秋から始めて、足掛け２年、延べ７日の日光道中、２１宿、３６里弱・１４１Ｋｍ（佐

薙リーダーの公式記録は１４０、但し、これにＪＲ日光駅～日光橋間約１Ｋｍを加算）の

ウオークは、天気に恵まれ、救急車の世話にもならず、和気藹々、変わらぬ友情に満ち溢

れた日々、これを以って大団円、終わりよければ全て良し、有難う！。

人生は歩くこと、吾らはまだまだ歩き続けるだろう。

２０１３年５月３１日 擱 筆
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[ 附ー１] 日光道中ウオークの記録（日本橋～鉢石宿 佐薙リーダーによる公式記録）
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[ 附―２ ] 日光道中写真１－１・日本橋～千住宿（松尾写）
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[ 附―２] 日光道中写真１－２ 千住宿～越ケ谷宿 （松尾写）
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[ 附―２] 日光道中写真２－１ 越ケ谷宿～杉戸宿入り口（松尾写）
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[ 附－２] 日光道中写真２－２ 杉戸宿～幸手宿（松尾写）
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[ 附―２] 日光道中写真３－１ 幸手宿～栗橋宿（宮川写）
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[ 附－２] 日光道中写真３－２ 栗橋宿～古河宿（松尾写）
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[ 附－２] 日光道中写真３－３ 古河宿～間々田宿（松尾写）
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[ 附－２] 日光道中写真４ 間々田宿～石橋宿（松尾写）
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[ 附－２] 日光道中写真５ 石橋宿～上徳次郎宿（松尾写）
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[ 附―２] 日光道中写真６－１ 上徳次郎宿～鉢石宿・日光（松尾写）
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[ 附－２] 日光道中写真６－２ 鉢石宿・東照宮（松尾写）


