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日本橋から武州、上州、信州、木曽、美濃、近江、京都三条大橋まで

（高崎・群馬八幡 2011.5.31～本山・日出塩 2011.6.11 ）

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 ）

２０１１年３月１１日の未曾有の大震災から３ケ月近く、未だ試練の日々は続いている。今回の

大震災、それへの対応は国内外へ大きな教訓をもたらした。

地震や津波については過去の経験が結局は忘れられ、原子力発電の危険性は、過去にアメリカ、ロシアに

その例があるとはいえ、世界の今後のエネルギー政策に実に大き

な影響を与えるだろう。

わが国の原子力発電については、政、官、業に学、メデイアの

ペンタゴンが危険性への声を封殺しつつ是を推進して来たと

言えそうな姿が浮き彫りになり、今後に向けて大きな課題が突

きつけられた。それは、余りにも物質的な豊かさを追い求めて

きた我々の生き方にも関わるところだ。

＜2011.3.12,13 朝日新聞、朝・夕＞

他方、地震、津波によって壊滅的に破壊された地域の復旧、復興は紆余曲折はしつつも進みつつある。（も

っとも、今回の大災害でその弱さを露呈し、再興を一番必要としているのは、この国難の時にあっても、

相変わらず枝葉末節、足の引っ張りあいに終始している永田町の与野党・政治やの世界だ）

この大災害の復旧、復興に予め用意された筋書きがあるはずはない。数え切れないほどのピースででき

た「ジグゾーパズル」を並べ、絵を書き上げるようなものだ。

現代世代にとっては前例のない大震災なのだから、要は此れまでの傲慢さを捨て、謙虚に反省し智慧を出

し合って辛抱強く取り組むことだ。

瓦礫の下から逞しく芽を出し花を咲かせ、お見舞いに出向かれた皇后様に差し上げられた「黄水仙」

のように。（＊皇后さま ともしびのごと 持ち歩む 被災地に咲きし 水仙の花 ・朝日歌壇）

原発事故・放射能で苦しむ福島でも緑は萌え郡山市三春の樹齢１０

００年を超えるという「三春の滝桜」は今年も咲いた。

この逞しい復興の足取りに我らも呼応せんと佐薙リーダーが４月中

旬、中山道ウオークの再開を提案した。

この３ケ月の間に我らにもいろいろの事があった。

◍ 富士山博士の佐薙から、宮さん、四郎よ「地震と噴火の日本史」伊藤和明・岩波新書、を読んだか？

と。折から地震津波関係の書物は払底し、書店の店先には無かったが四郎が学友から入手して、宮さん

とまわし読みした。宮川の故郷・信濃には「善光寺地震」など内陸型地震が、四郎の故郷・上総、安房

は地震、津波にしばしば襲われ、房総半島南端は３～４度の地盤隆起がある・・ということを改めて知

った。

まさに地（なゐ）震（ふる）の國、「地震の揺り篭」に生まれ育ちながら、知識、情報に疎かったわが

身、この３ケ月ばかり、否応無く関連の情報にひき付けられた。

専門的な書物は敬遠して「地震の日本史」寒川旭著・中公新書、「三陸海岸 大津波」吉村昭・文春文庫、
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「津波とたたかった人、浜口梧陵伝」（学友・浜口啓君は曾孫）、「噴火とこだま」、その他月刊誌、週刊誌、

新聞、ＴＶなどの関連情報に引き付けられた。フクシマは別の難題としてだが・・。

しかし、過去の記録、歴史は語られても、これから先、南海トラフを震源とする東海、東南海、南海巨大

地震の襲来は何時か？原発の地下に巣くう「活断層の動きは？」となると、日蝕や月蝕はぴたりと計算出

来る現代科学でも地下１００Kmの予測が出来ない。

ただ、こじ付けかも知れないが、平安・室町時代以降で見ても、大きな地震・津波の襲来と時代

の転換とが妙に符合しているように思えてならない。

天正地震や伏見地震は奢りに満ちた秀吉の晩年、宝永地震

と富士山の大噴火は綱吉の時代・徳川幕府衰退の始まり、

安政東海地震、南海地震は開国と江戸幕府の終焉、関東大

震災は第一次世界大戦終結後の経済不況と政治の混乱、我々

の記憶にもある鳥取地震、東南海地震、昭和南海地震、福井地

震などは第二次世界大戦の終結前後なのだ。そして今回の東北

地方太平洋沖地震・東日本大震災である。神は何かを ＜樹齢１０００年を超す三春のべにしだれ桜

示唆しているのであろうか？！ くり返された地震・災害を見てきた＞

◍Ｓ組の学友・横光佑典君の父・横光利一は関東大震災の２ケ月後、文芸春秋・大正１２年１１月号、「震災」

で次のように述べている。

「東京附近に住んでゐたものなら、かう云う地震がいづれ近々来るにちがいないとは、誰しも想像してゐ

たことと思われる。・・・それにも拘らず、なぜ此の災害を此れほど大きくして了ったか。

それは一口で云い切ることが出来る。人間はあまりにも巧利であったが故に。大声を発して警告し合う暇

を忘れてゐた。・・・その暇に地震は地下で着々と（次の準備を進めていた・・）さうして彼らは次の恐怖

時代を云ひ会うとき、一様に彼らの口から流れる言葉は定ってゐた。「何に、我々はそのとき死んでゐる」

我ら民族の永久に繰り返して行く言葉は、この恐るべき巧利の言葉に相違ない。我々を負かすものは地震

ではない。それは巧利から産れた文化である。・・」と。

この「巧利から産まれた文化」をどう解釈するか？息子の横光佑典君とも話したが、石原君の「我欲」と

は少しニューアンスが違うが「自分の都合のいいように考え、解釈し、振る舞う」ということではないか、

となった。（＊原発事故は不都合な危険について目をつぶり続けてきたことの典型か！）

（＊２０１１年５月２８日現在の死者１５，２５６名、行方不明者８．５６５名、避難者１０３，３０５

名、数十兆円の損失であるが、この惨禍も時間と共に忘れ去られてゆくものなのだろう！）

◍ その他のトピックスを挙げておこう。

・鈴木克夫君が４月２９日に２歳年下の弟さんを泉下に送った。

中山道ウオークの今年最初・２月１日、鴻巣宿を出たところで、「様態悪化」との連絡を受け、彼は急遽

名古屋に赴いたが、既に意識は無く、ただ医術的？に命を取りとめている状態だった。

しかし、奥様ほかご親族の「このまま暫く夢を見させてあげたい」との意向で延命措置が続けられてき

たのだが、その後丁度３ケ月を経た４月末,亡くなられた。

鈴木君は「２人で力を合わせて戦後を生き抜いてきた，いわば戦友でもある・・」と惜別の情、止み難



4

いものがあるようだが、「中山道ウオーク碓氷峠超えには元気で参加する」と表明している。

・佐薙、健康体の見本？が、「左眼は白内障と自己診断」し、＃７終了後、夏山の始まる前の６月半ばに

処置してもらおうとアポイントをとるべく４月２２日に眼科医を訪問したところ、なんと「左眼は急性

緑内障」と診断され、その場で「レーザーによる虹彩切開」を受けた。

流石、病知らず？の佐薙も「失明が先か、命の終わりが先か？」と考えさせられたようだ。

・宮川、心臓バイパス手術後、回復顕著な彼が４月１８日に「ガンセンター有明病院」で人間ドックの

結果、「十二指腸腺腫」と告げられた。これは大変少ない症例で胃や大腸のように内視鏡で切除すること

が難しいものらしい。再度、検査の上治療方法を決めることになるが、幸い現時点では癌ではないので

知らないでいたとするのも選択肢の一つという。

・石和田、「人間ドック」は良し悪しか？ 昨年秋の「人間ドック」の結果、ＰＳＡ値が５．２３、その

前年比倍増、早速、専門医に紹介状をもらい、数次の検査で「前立腺癌」との診断。

既に内視鏡で前立腺肥大の手術をしている事、年齢目出度く７７歳などの理由で「全摘手術」は無理、

放射線治療もスムースには行きそうも無く、３月下旬からホルモン治療を開始。

毎朝１粒の薬と臍下３Ｃｍに３ケ月もつ徐効性の注射を打って日々を過ごす。自覚症状皆無だから癌患者

とは知識としてだけ。妙な感じだ。オーションのメンバーからは類似患者は周辺に幾らでもいるぞ、男の

勲章・・なんて慰められ励まされている。４月下旬のＰＳＡ値は０．３８、しかし、これは癌を眠らせて

いるだけとか？？これは癌と命との生き残り比べであろうか。

小生もまた＃７終了後の６月下旬から放射線治療の可否を含めて次の処置

に及ぶ予定。

松尾が佐薙、四郎の中山道ウオーク優先とも見える治療スケジュールを見

て、優先順位が逆だと心配してくれたが、小生に関する限り、治療の先送

りではないと説明・了解。有難いことだ。

＜隣家のバラと四郎の茅屋＞佐薙はこの間、相変わらず千曲川源流を訪ねる山行、八ヶ岳スーパートレイル

の一部、霧が峰～蓼科山麓を歩き、茅野駅近くの蕎麦屋で「しまむらさき」を発見、高崎酒造の営業情報

に貢献とは。

・治郎はこれまた多忙、圭子さんグループのウオークの下見で三浦半島の武山に登ったりして中山道ウオー

クの稽古充分のようだ。「ナンチクの奴、最近やけに元気だが、どうしてかなあ？」との声。

・リーダーの佐薙、富士山検定１級合格、しかも最高点（多分最高齢）の山博士は５月６日の日本テレビ 夜

７時からの特別番組「ザ富士山」に登場した。「落語・笑点」のメンバーが

回し役のこの番組、７時３７分頃登場した佐薙は「富士山の検定資格を取

得して何になるのか？」と聞かれ「多分、何にもならないでしょう」と答

えていたが、「東海道を三条大橋までてくてく歩いて何になる？」「？？」

と同じ、人生の営みとは大方こんなもの「空」に帰すか！

「“富士山とかけてヨーデルと解く、その心は？”“霊峰・レイホー” ＜季節の花・アジサイは今年も＞

若き頃の佐薙のヨーデルを思い出させてくれた」と鈴木が、「短すぎた、日テレに抗議をしたい」と松尾

がコメントしていたが、一つの話題提供とはなった。
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（１）２０１１年５月３１日 ２泊３日シリーズの第１日

高崎宿・群馬八幡、板鼻宿、安中宿、松井田宿・横川

佐薙、（鈴木）高崎、松尾、石和田 距離 21.0Ｋｍ 時間 7Ｈ40Ｍ（6Ｈ25Ｍ）歩数 35.300

（５：１３ 新検見川発 ６：２４東京駅発・あさま５０１号 高崎 ～群馬八幡７：４４）

７：４５ 群馬八幡駅発

８：２５ 板鼻宿入り口 板鼻宿 鷹巣橋東 中宿

安中駅入り口

９：２５ 安中宿・下野尻 伝馬町 安中本陣 安中

城址 大木戸 新島襄旧宅

１０：０５ 安中実業高校前 杉並木 立場跡 高札場

跡 妙義常夜燈 妙義山眺望抜群

松井田宿・下町、江戸口木戸跡 本陣跡 仲

町 松井田駅入り口 ＜群馬八幡駅・再スタート＞

１２：４５～１３：３５ 松井田宿・みなとや・昼食 松井田城址（克夫君合流） 下横川

１５：４５ 横川駅前・釜飯おぎのや 「東京家」着

（１） 松尾と妙義山、久々のご対面

６０年前の夏の終わり頃、同僚４人で妙義へ出かける。山の経験など殆どなかった若者達が鎖

場などは詰まらん？と当時はまだ踏み跡もあまりない裏妙義へ回り、代わる代わるルートを探

しては行きつ戻りつの下山の途中、岩場の端に立っていた松尾と吉田が接触、松尾はなんと２

０メートルほども滑落。春日井が連絡に走り、Y 中、吉田に両脇を抱えられながら下山、担ぎ

こまれた病院（どこの病院か？は覚えていない、まん丸な大きな月が出ていたそうだ）で、頭

を８針も縫う大怪我。頭蓋骨が壊れなくて幸運だったと言うべきか。

その後、松尾が何故滑落したかについて、松尾と吉田の間で延々と議論が闘わされてきた。

松尾は「吉田が押した、殺人罪だ」と言えば、吉田は「そんなことがあるものか、お前はお蔭

で頭が良くなったんだ、感謝すべきだ・・」と。それもこれも松尾が無事であったればこそ交

わせる会話であったが、事の真相は今や全くの闇の中だ。

当事者の吉田も、目撃者だった Y 中そして春日井も皆な

あの世へ行ってしまった。

（これが無ければ、わしは当然に博士か大学教授にな

っていた筈だ・・とは最近の松尾の弁だが、「満点には

ならないように書いて出しておいだぞ」とう Y 中が聞い

ていたら？？）この世ではもう証人がいなくなった本件、

何れの時か、また４人が顔を合わせたところでやっ

＜因縁の妙義と松尾・６０年ぶり＞ てくれ。妙義山には、黙っていてもらうから。

松尾の長寿を慶んだものだ。
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（２） 新島襄・同志社・建学の精神

安中宿はずれに、新島襄旧宅入り口の標柱あり。新島襄が同志社の創立者であることは承知

していたが、此処、安中藩士の生まれとは知らなかった。此れまでも“あの人がこんな所か

ら！？“というケースにはしばしば出会ってきたが、ここでも、深く感銘、しばし足をとど

めざるを得ない。

＊ 新島襄は１８４３年、安中藩・３万石、神田一ツ

橋の江戸上屋敷で生まれた。幼名は「七五三太（しめ

た）・娘３人続いた後の男児誕生ゆえ付けられた」、

藩主（＊板倉勝明はなかなかの開明藩主で、“学者大名”

と呼ばれたらしい、後に「安政遠足」の項で触れる）

も認める聡明な青年は２１歳のとき函館・武田塾への

留学が認められたが、そこから２ケ月後（ロシア人＜安中の新島襄旧宅・両親が居住・転載＞

宣教師ニコライの助力によるといわれている）脱國、アメリカの船に乗せてもらい、雑役夫と

して働き、上海で別のアメリカ船に乗り継ぐなど、苦労の末、１年２ケ月後に漸くアメリカ・

ボストンに到着した。このときの船長がジョーと呼んだので、後に「新島襄」としたという。

＊１０年に及ぶ滞在中、アーモスト大学や神学校に学び、キリスト教に入信、牧師試験にも合

格、１８７３年の岩倉使節団来米に先立ち脱國の罪は許され、通訳として貢献、、英、独、仏、

露、蘭、瑞西などヨーロッパ各国を回り、先進文明の有様をつぶさに眼のあたりにした。

アメリカで学びヨーロッパを歴訪した新島は日本型封建主義とは全く異なる欧米型の自由と

個性を尊ぶ徳育教育の重要性を痛感、「日本にも知徳兼備の学校を作ろう」と決意した。

＊帰国を目前にして新島はアメリカンボード（外国に宣教師を派遣するキリスト教組織）の年

次総会に招待され、お別れの挨拶で、此れまでお世話になったことへの

謝辞のあと「自分は日本に帰って、日本の将来のために、キリスト教主

義の学校を設立し自治と自立に目覚めた青年を育てたい」との志を語り、

そのための基金をお願いしたいと訴えた。

「学校建設のための基金を得ることなしに、日本へ帰ることは出来ない、

私はそれを得るまでは、ここに立たせて頂く」と溢れる涙とともに締め

くくった。新島の熱意は聴衆の心を打って、彼のもとには＄５．０００

もの寄付が集まった。（明治初期の１＄は１両、５．０００両となる）

＜1843～1890・４７才＞（＊新島の熱意にうたれた一人の農夫が節くれた手に握り締めた３＄を

差し出し、“役立たせてくれたまえ、なに心配いらない、帰りは歩いて帰るさ、３日もあれば大

丈夫だよ“と帰りの馬車賃を寄付してくれた・・というエピソードを読んだ記憶がある、尊い話

だ）

＊ 在米１０年、新島は多くの知見、志、寄せられた基金を携えて明治７（１８７４）年１１

月帰国、安中の両親のもとにかけ戻って帰国の報告を済ますと早速に携えてきた計画の実現に

取り組んだ。「学校は飽くまで建前で、本当は「伝道師養成機関」を建てるのだろう・・」など
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という非難・誹謗を受けるが、「キリスト教精神に基づいて、飽くまで日本の独立のために命が

けで働く人材を育成する学校だ。一国の良心たる人物を育てたい」との信念に従い、帰国して

丁度１年後の翌明治８年１１月、京都旧薩摩藩邸の跡地に「官許同志社英学校」（志を同じくす

るものの約束による結社）の開設にこぎつけた。教師２名、生徒８名であった。

（此れは、福沢諭吉の鉄砲州・慶応義塾についで古く、まさに文明開化の魁といえようか）

＊ 新島はメイフラワー号が１６２０年に東海岸・プリマスについたというのに２０年も経た

ない１６３６年には早くも私立で学校（ハーヴァード大学の前身、小生の学んだイエール大学

は１７０１年、コロンビア大学は１７５４年・・）が出来ていて、先ず人を育て、国を作るこ

とに取り組んでいる姿に深く心を打たれ、日本も維新の革命を成功させる為には新人間をつく

ることが不可欠であると確信した。しかも、それを国家、政府にだけに任せていては駄目だ、

というのである。

＊ 新島はこの考えを朝野の諸名士などに広く訴え続け（明治１７年には再度渡米して寄附金

集めに奔走し、漸く明治２１年１１月に２０を超える新聞、雑誌に「同志社大学設立の旨意」

を公表して広く大学設立（当時大学は官営の東京帝国大学のみだった）への協力を呼びかけた。

格調高いこの「旨意」は今でもそれを聞くと胸の高鳴りを覚えるという同志社人も多いという

が、今、此れを見ると、人材の養成は国にだけ任せていては駄目だということと当時の名だた

る人達が寄付に参じていることが目を引く。

「教育は実に一国の一大事業なり。この一大事業を

国民が無頓着にも、無気力にも、唯、政府の手に

のみ任せ置くは依頼心の最も甚だしきものにして

吾人が実に浩嘆止む能わざる所なり・・」と言い、

直接の表現は避けているが、官立教育から育つのは

「薄志弱行の人」オドオドと権威に弱い小者、型に

はまった人間・・あの権力偏重の江戸時代と同じ ＜安中藩郡奉行役宅・転載＞

タイプの人間の再生産となりかねない、としている。

また、主だった寄付者の名前を挙げてみると、洵に錚々たる顔ぶれである。（寄付の金額はな

いが、「旨意」の理解者、賛同者として周旋の労をいとわないものとして、後藤新平や勝海舟

などの名前もある）

大隈重信・1.000 両、井上馨 1000 両、渋沢栄一・5000 両、原六郎・6000 両、岩崎弥之助・5000

両、岩崎久弥・3000 両、平沼八太郎・2500 両、大倉喜八郎・2000 両、益田孝 2000 両など。

新島は大学設立後もその「旨意」を実現・存続させるために全国を回り続けたようだが、明治

２３年１月、大磯の旅籠・百足屋で４７年の生涯を閉じた。

“いしかねも 透れかしとて 一筋に 射る矢にこむる 大丈夫（ますらを）の意地“

と言う歌があるが、苦難に耐えて志を貫徹した武士の魂を読み取ることが出来る。

＊ 明治時代の前半は今に残る私立学校が陸続として設立された。

今日、時々新聞に私立大学紹介の特集記事があるが、私は夫々の大学の「建学の精神」を見る



8

のが好きだ。

創立者は強く高い理想と情熱、志を持って国を背負う人材を育てようとしてくれた。

受験生の用語で言えば、早、慶、法、明、立、日、東、駒、専、中、青、関、関、同、立

・（まだ他にもあるが）全て創立１００周年を超えているものばかりだ。文明開化のあの明治

の前半期、志ある人達がいかに心を注いでくれたかが解る。

新島襄は前述の「旨意」の中で「一年の謀ことハ穀を植ゆるに在り、十年の謀ことハ木を植ゆ

るに在り、百年の謀ことハ人を植ゆるにあり」との諺を用いて、人材育成の肝要なることを訴

えているが、さて、その志が蒔かれてから１００年余、この先人達の「建学の精神」はどれほ

どまでに学び取られているであろうか？！

（昨今の政治、社会の体たらくを見るにつけ１００年、１５０年前の建学者の志がいくらかで

も生かされていたらと思うのだ。怒りと落胆がこんなに長いものを書かせてしまった！）

（３） 松井田・「みなとや」で昼食、山菜入りうどん４００円也

治郎の身体はとても正直に出来ているようだ。妙義山を真横に見る辺りまではまあまあだった

が、ここを通り過ぎたら急に空腹を覚え始めた。されど食堂なるものは一向に見当たらない。

松井田の町並みになんぼ目を凝らしてもそれらしきものは現れず。たった一軒「焼肉」の看板

があったが営業中かどうか？仮にやっていても昼間から焼肉では・・というので通過するとい

よいよ見通しは暗くなってきた。

たまりかねた治郎、背に腹は変えられず、向かいの「松井田商工会館」に飛び込んだ。

折から昼休み時とあって事務服を着た若いお嬢さんと中年の夫人のみが居り応対してくれた。

そば屋は坂を登って行けば、もう一軒はうどん屋、いずれも来た道を３～４００メートル戻る

との説明。やれやれ、「食にありつくには」贅沢は云えない。そば屋は諦めてうどん屋・みな

とやを目指す。

この「お休み処 みなとや 無料休憩」はなんと東山道の頃から松井田の庄で宿屋を営み、同

時に両替商・質屋・塩を商っていたという由緒あるところ。

１２時半ごろに到着した我々にはメニューの選択幅は殆ど無く、中年の女将は申訳なさそうだ。

辛うじてありついたのが「山菜入りうど

ん」（そばは売り切れ）、六助うどんのトラ

ウマ？などは無いが、どの程度のものが現

れるか多少の興味はあったが、分量も味も

まずまず、次郎は奮発してこれに生卵を乗

せる周到さ。治郎￥４５０、

＜みなとや内部・何故かお雛様・１年中あるのかな＞ 我ら￥４００なり．周到さと云えば、

なんと上がりかまちに蹲って、秘薬・RK を要所に擦りこんでいる備えのよさには参った。

他に赤子を連れた若い奥さんが２組居たんだけどなあ・・。

治郎は再び商工会館のお嬢さんのところへお礼に、立派です。
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（４） 東京屋・女将 真向法と太極拳のあわせ技

横川・東京屋で合流する筈の克ちゃんが松井田・横川の中間点あたりで、ひよっこり現れた。

横川まで乗って旅館で待っていれば良いのに、と思うのだが、わざわざ１駅手前の松井田で下

車、足慣らしでもあるのか、いかにも克ちゃんらしい。我らのペースを読み、低い石垣だけが

残る松井田城址を見たりしてタイミングを計ったそうだ。先方に見えてはいたがなかなか追い

つけなかったと息を弾ませていた。亀でも前進はしているからね。

釡めし・おぎのや・本店、横川駅前を通り、木造２階建ての和風の宿・東京屋へ何とかゴー

ルインした。

我らの凡その到着時刻を 先方は承知、２０分ほど前に佐薙

のケイタイに女将から確 認が入っていたから。

板敷きの床に靴のままで どうぞ、といわれても、何だか爪

先だけで歩きたい気持ち になった。部屋は２階に２部屋、部

屋割りは年齢順でも、相性別で

＜和風２階建て、静かな別荘風＞もなく、小平での語学・独と仏

で、いともスムースに別れた。独と仏、誰と誰がそうかはもって

生まれた品位？ からすぐわかる。

ところが、階段を上がったところで四郎が女将から呼び止められ

た。

＜おぎのや・横川駅前通過＞ “ちょっと、其処へ座って！”と、女将は目ざとく見抜いてい

たようだ。前に膝をついて小生の膝の後側を強く押してくれる。

痛い！のなんの、悲鳴の連続、７～８分。でも効果はあったよ

うだ。

次の標的は松尾、これもよし。そして、妙齢のご婦人に親しく

足を揉んで貰っている様子を黙って見過ごせる筈も無い御仁

が登場、贅沢なマッサージ・クリニックとなった。

風呂から上がって浴衣がけのところへまたお出でになった。

どうやら、太極拳、指圧、真向法、その他のあわせ技の如くで＜悶絶したわけではない！＞

まず真向法に覚えがあり、身体も至極柔らかい松尾が女将に馬乗りになられんばかりの本格的

なトリートメント、（写真が無い）

お次が小生、この有様。隣の部屋の御仁たちは知ってか知らずか・・。

無償のサービス、ありがとう。この効果は先々、現れたと言っておこうか、岩村田辺りで。

女将は我々にだけ、後期高齢者に限って、こんな特別サービスをとも思えない。「東京屋」の

屋台骨はまさに女将で持っていると申し上げたいな、旦那、ご免よ。

（＊このあと、女将は「東京屋」に宿泊した客人の「道中記」を山ほど持ってきてくれた。

似たことをしている小生、恐る恐るめくってみて気づいたことは、大抵独りの道中記、良く書

けていると申し上げるべきだが、何となく「ガイドブック」の記述に近く、吾らのように気の
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置けない仲間の「ヤジ・キタ」的な面白みがない、・・僭越ながら、ご容赦を）

（＊「東京屋」という独特の文字、横川で何故「東京屋」？、先々代？が東京・深川の出だと

か、Y 中がいたら！、文字は此れも一族に繋がる書家が書いたものだそうだ。敬すべし。）

（５）克ちゃんの独壇場、フランス・グルメ、仲良しの兄・妹？

夕方、４時前には到着したので、特別マッサージ、入浴、浴衣がけとなっても、まだまだ陽は

高い。中山道の難関、碓氷峠越えの明日に備えるには、洵によろしい。

この顔ぶれに，宮さんが加われば全員勢ぞろいとな

るのだが、彼は明日、軽井沢で合流の筈だ。

窓からは「松尾の裏妙義」が良く見える。

昨年の「甲州道中」台ケ原宿の「つるや旅館」から

甲斐駒を見上げたのを思い出す。

シェフ（旦那）の「腕より」の料理が程よく並び、

女将との会話もはずむ。

その中に「岩魚のフランス風〇〇」と言うのがあ

＜お蔭様で何とか、これからこそ、よろしく＞ って、これがきっかけで話はパリ、克ちゃん

の独壇場となる。

女将がフランス語で書かれた分厚いフランス料理の

本を持ち出してきた。３年前、何人かでフランス・グ

ルメツアーと称して行ってきたらしい。

グルメの克ちゃんがどれ程、フランス料理やパリ市内

のフランス料理店を知っているか分からないが、彼が

何んとも上手に符牒をあわせるのだ。５０年に及ぶ商

売で身につけたものだろうが、それはそれは、すっか

り女将をひき付け、感銘させるものだった。 ＜妹に読んで聞かせるような・・＞

分厚い料理の本を流暢な？フランス語で読んであげ、「この人はまあなんと・・」と痺れさせ

てしまったのだ。

他のものは静かにみまもっているだけだ。小生などは一番離れたところにいるのを幸い、何フ

ラン（ユーロ）で買って来たか知らない分厚い本に手を伸ばすなんてことはしなかった。

“触らぬ何とか・・”の類、何しろ仏語は赤点すれすれだったんだから・・。

締めくくりに「山椒の葉の炊き込みご飯」が出た。香りよし、味よし、厨房から追加をもらい、

さらに「一口おにぎり」にしてもらった。明日、峠の途中で元気付けに頂くとしよう。

この山椒の葉は天然もので碓氷峠の途中にもあるらしい。

松尾が早速、明日探して、かみさんへの土産にすると言い出した。

＊ 我々はどうも「旅籠」の女将に恵まれるようだ。

昨年６月の甲州道中、台ケ原の「つるや旅館」のやり手女将（息子のギランバレー症候群をあ

ちこちと奔走して見事回復させた）と治郎の組み合わせ、一昨年５月の東海道２３番目の宿、
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藤枝の「富岡屋ホテル」の親切なお嬢さんと鈴木、１１月の東海道５１番目の水口宿・「あや

の旅館」の「鈴鹿馬子唄」を聞かせてくれた女将と佐薙との組み合わせ、そして、昨年の甲州

道中・下諏訪の「みなとや」の「諸説紛々」の名言を印象つけた博識の女将と宮川の組み合わ

せ、六助うどんで松尾の胃袋崩壊を救ってくれたベテラン女店員・・などなどだ。

「間もなく傘寿！」たる我らへの恵みと言うものだろうか。

（２）２０１１年６月１日（火）２泊３日シリーズの第２日

佐薙、鈴木、高崎、松尾＜宮川＞石和田 距離 15.0Ｋｍ時間 6Ｈ20Ｍ（4Ｈ15Ｍ）歩数 23.400

８：０５ 「東京屋」発 碓氷関所跡、アプトの道、碓氷川、薬師堂と薬師の湧き水

８：４５ 坂本宿下の木戸、金井本陣、佐藤本陣、脇本陣みよがや、脇本陣永井、

旅籠かぎや、坂本宿上の木戸、芭蕉句碑、 坂本八幡宮

８：５５ 碓氷峠登山口 覗（坂本がよく見える）、柱状節理、刎石坂・急な坂道、弘法の井

戸、（熊の足跡）、４軒茶屋跡、南向馬頭観世音、北向馬頭観世音 座頭転がし坂、

（霧深し）

１１：００ 栗が原着、山中坂（飯食い坂）、山中学校・茶屋・部落跡、和宮道、長坂

１２：４５ 熊野神社・熊野皇大神社、しげの屋、宮川と合流、昼食 （雨降り始める）

１３：４０ 両神社参拝、（軽井沢宿へ下る）

１４：２５ つるや旅館着、鈴木帰京

（１） 難所を往来する旅人の送迎、旅籠の心

「ではこれから・・」「どうぞご無事で・・」

道中最大の難所の一つ、碓氷峠を超えてゆく、或いは超えてきた旅人達を長い間もてなし続けて

きた旅籠には、本物の Hospitalitｙ、Cordiality を感ずる。

朝食は半膳多く、身体の強張りをほぐす。女将が階段に腰をおろし

ていた佐薙の膝の裏をもむ。「おお随分強張っていますよ」「２～３

日前に山を歩いてきたばかりだから」（触られて緊張したのかも？）

此れで、５人全員が女将のマッサージを受けたことになる。不公平

はない？

＜一宿の旅人を見送る旅籠の夫婦＞ ヘロモンの効用？からしたら克ちゃんが差をつけたかな。

峠の麓・坂本までは、碓氷関所跡、アプト・トレイル（アプトの

道）入り口を過ぎ、碓氷川を渡り、上信越自動車道を跨ぎ、だら

だらと登る。峠は雲の彼方で見当もつかない。

坂本宿には本陣２軒、脇本陣２軒、旅籠などが見事に維持、管理

されていて、我らも３～４００年前に戻り、峠を越えるんだ と

いう気分に仕向けられる。

これから、いよいよ本格的な登りが始まる、という処に「芭蕉の句碑」があった。



12

“ひとつ脱て うしろに背いぬ 衣かえ”

一枚脱いで、これから愈々登りにかかるところに建てられていて、なるほどと思ったが、この

句は「碓氷峠こえ」で詠んだものではなく、更級紀行の折ではあるが木曽路のどこか、でのもの

との説明書があった。

ただ、坂本宿は江戸時代からなかなかに句作の盛んなところで、

この碑は俳人達が集まって、当時の先生に選んでもらい建てたもので、「宿文化の様子を伝える

ものだ」、と胸を張っていた？＜芭蕉の句碑・一枚脱いで・・＞

そう云えば、少々手前の本陣、脇本陣、旅籠の並ぶ一角に「一茶の定宿・たかさごや」という

説明板もあった。

坂本宿は一茶の時代、文化・文政の頃は、俳諧、短歌が隆盛で旅籠、商人の旦那衆はもとより

馬子、飯盛女まで指を折って俳句に熱中したとある。

（＊信濃国・柏原宿（黒姫山の麓・そばの名産地、北国街道・信濃町、）で産まれ、１５才で江

戸に出た一茶は、５０才で故郷にもどり、１８２９年に６５才で歿するのだが、その間、何回か

は中山道を往き来したのだろう。

“信濃では 月と仏と おらが蕎麦”、

「一茶の代表作だよね・・」「いや、実は違うらしい、門人達の

出版した「一茶発句集」にも一茶の書いた句文集にも出ていない

そうだ」「？？」（＊小生もかなり探したが見当たらなかった）

浄土真宗に帰依し、生涯で３人の妻を迎え、精力絶倫だったと い

う一茶の発句は２万句とも言われ、“そば”に因んだ句も３０を越

えるという。がこの句はどうも、明治の中頃、柏原宿の本陣

＜一茶の定宿・たかさごや＞ に生まれ、一茶同好会の主として一茶の顕彰につとめた中村六郎

が当時「氷そば」と言うのを作っていて、此れの宣伝のための偽作という話が専らだ。

（２万句もあったら偽作も紛れ込むのかもなあ・・）

宮川宗匠がいてくれたら・・、我らオーション会面々も指を折って・・と感じたところ。

（２） 古道、古峠の変遷、歴史を刻み、それを越えるスピリット

７世紀後半から８世紀の所謂・律令制確立の時代、東海道の鈴鹿、東山道の不破、北陸道の

愛発（あらち）の３関が大和・畿内と東國、文明未開

の地との境界で此れより東を「関東」と呼んだ。

大和政権の支配が次第に拡大するにつれて、その境界

は東に移動し、鎌倉の頃には、足柄坂、碓氷坂の東を

「坂東」と呼ぶようになった。だが、この区分けは

奈良、京都側からの勝手な見方で、東日本・特に東北

地方などには石器時代、既に高い文明が栄えていたこと ＜碓氷関所跡・横川＞

は知られている。
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即ち、古の時代（日本武尊の話は兎も角）から碓氷の嶺（僅か直線距離１０Km 余のところに高

低差は５５０米、東側が急峻な片勾配の峠となっているが）は東西を行き交う人達の通らねば

ならない要所だったのだ。日本書紀には「碓氷坂」、ついで「碓日嶺」として登場している。

歴史的に見ると、勿論、自然現象、政治的、軍事的理由、交通手段の変化（徒で、駕籠で、馬

で、車で、汽車で・・）などで、幾筋かのルートが生まれたが、「立ちはだかる障壁」を越えね

ばならないという一点では、何等変わらない。加えて時代により「関所」も設けられていた。

この所謂・碓氷坂の範囲は南北に広いが、

・古東山道はその南端に当たる「入山峠」を通っていたと推定されている。此処からは古墳時

代の祭祀遺跡が発見されており、これが拠りどころらしい。（現在は碓氷バイパスが通ってい

る）

・７世紀後半から８世紀前半・律令制時代には東山道が整備され、これは近世の中山道にほぼ

近かったとされている。（しかし、小生には、しかと、は解らない）

・中世では「大字峠」（旧碓氷峠）を通るようになった。熊野神社の存在が大きく、１２９２年

の同神社の鐘銘から、この道が開設されていたことが解ると言う。我々もこの道を通る。

入山峠を通る古道より坂本附近が峻険で通りにくかったが、そのため防備に優れていたとさ

れる。

江戸時代にはこの旧碓氷峠ルートが本道とされた。

なお、１８６１年に皇女・和宮が徳川家茂に嫁す時、一部平易な「和宮道」が造られた。

・明治に入って１８８２年に、この南側、約３Kｍのところに新道が作られた。「碓氷新道」で

距離は長くなったが平均勾配は約半分になった。（現在の国道１８号である）

・更に今日では「上信越自動車道」が走っている。

・他にも鰐坂峠（和美峠）越えがあり、此れは「姫街道」（中山道から本庄で分かれて藤岡、富

岡、下仁田を経由、鰐坂峠を越えて信州に入り、追分宿附近で本道と合流）と呼ばれている。

＊こう見てくると、碓氷坂を越えるルートは６本、これらが時代の変遷とともに、その役割を

演じてきたと言うべきか。しかし、此れに加えて鉄道があった。

（３）２０世紀の碓氷峠越え、アプト式鉄道跡、此れも古道か

“ガリ、ガリ・・ギーギー”と歯車がかみ合う音、電気

機関車の“ピー、ピー、ポツ”というかん高い響き、懐

かしく思い出される。

「機械技術の生み出したもの」が喘ぎながら天下の「碓

氷の嶺」を越えてゆく、息遣いのようなものだった。

明治の黎明期から始まった鉄道建設は国力伸張の象徴の

ように目覚しい勢いで進んだ。（＊例の“汽笛一斉新

＜碓氷峠第３架橋・めがね橋、 橋を・・“の新橋～横浜間に岡蒸気が走ったのは明治５年

古代ローマの水道橋のようだ＞ １８７２年である）

１９世紀初頭、イギリスで生まれた「鉄道」を日本に採り入れて近代化をはかるという意欲は



14

強烈で建設計画は次々と作られたが、そのルートは当然のことながら殆どが街道沿いであった。

明治１６年には東京と京都を結ぶ幹線ルートとして「中山道幹線構想」が作られた。これは海岸

沿いの東海道は尚、船の輸送が有利、また海岸線は外国からの攻撃を受けやすいという陸軍の反

対によるものらしい。

此れに基づき測量も開始されたが、その２年後、諸般の事情！で幹線の座は東海道に変更された。

（その主たる理由は碓氷越えではなかったか？政治的な思惑もあったかもしれないが）

そして、この碓氷越えのルートは日本列島の南北を結ぶ役割に変更され建設されることになった。

上野―横川間は明治１８年、軽井沢―直江津間（北国街道沿い）は明治２１年に完成、残る区間

は横川―軽井沢間のみ。

しかし、中山道・最大の難所、僅か１１Km 余りに５００米超の標高差を如何に克服するか？

スイッチバック方式、ループ方式、入山峠越えなどが検

討されたが、最終的には、スイス生まれのアプト（Carl

Roman Apt）が考案し、ドイツで初めて採用された先鋭の

鉄道技術、レールの中間にラックレールを敷き、車両に

設置された歯車を噛ませることで引張力やブレーキ力を

飛躍的に高めたアプト式が採用された。（これを何故か

「リアス式」と言い張る御仁が居て、余程スペイン西海

岸か、三陸沿岸大津波が気にかかっているのではと？）＜ラックレールは３本、日本独特＞

最大の勾配、実に６６．７‰（パーミール）、トンネル２６、橋梁１９、切取り２８、築堤２

６、全長１１．２Km の路線は着工から僅か１年９ケ月後（土木技術の未発達な時代、５００名余

の死者が出た）の明治２５年・１８９２年１２月に完成し、２６年４月１日、「官営鉄道中山道

線」（「碓氷線」、「横軽」とも呼ばれた）として開業した。

熱気を感ずる。

（因みに東海道全線開通は明治２２年（１８８９年）であ

り、三国山脈・谷川岳を越える上越線の開通は１９３１年

である。三国峠越えの三国街道は上杉謙信の頃からあり、

佐渡の金、越後の米等は運ばれたが、峠の標高１６６０米、

＜人力による突貫工事か！？＞ 冬の間は長く雪に閉ざされる上越国境は更に難所だったと

言えようか。）

ドイツ製蒸気機関車が牽引するこの区間、乗客も乗務員も煙に悩まされてきたが明治４２年・１

９０９年、日本で最初の電化がなされ、輸入の電気機関車、ついで、国産の ED40 型などが牽引

し、昭和３８年（１９３８年）、強力な EF６３型機関車が登場するまでの約７０年、アプト式は

立派にその役割を果たした。

EF63 は何時も横川側に２輌増結されて、“ピー、ポー”と峠を上り下りした。これを何故か「粘

着運転」と言い、２輌で「D５１」の１０輌分の力があったという。

例の大和田建樹の「鉄道唱歌」北陸編では、１６，１７番に
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・これより音にききいたる碓氷峠のアプト式歯車つけておりのぼる仕掛は外にたぐいなし

・くぐるトンネル二十六ともし火うすく昼くらしいずれは天地うちはれて顔ふく風の心地よさ

また宮川の故郷、信州・長野県の県歌「信濃の国」にも ６番として

・吾妻はやとし日本武尊（やまとたけ）嘆き給いし碓氷山穿（うがつ）隧道（トンネル）二十六

夢にもこゆる汽車の道一筋に学びなば昔の人に劣るべき古来山河の秀でたる國は偉人のある

習い

いずれも当時の高揚した気分を感ずる。

アプト式は１９３８年に EF63 型の「粘着運転」にその座を譲り、更に１９９９７年、長野新幹

線開通によって横川―軽井沢間は第３セクターによる運営も無く、廃線、鉄道機能の全てを終わ

った。

今、鉄道軌道のうちの５Km ほどが「アプト・トレール」（アプトの道）として懐かしまれている

が この２０世紀の機械文明が行き交った道も２００年、３００年後には「新しき古道」とでも

名づけられて、何かを語りかけるものとなるのだろうか。

＜峠越えの準備に大分時間を費やしてしまった！＞

（４）刎石坂の急登、「柱状節理」で休憩！

坂本から刎石山までの水平距離は７００米、この間の高度差は３００米、きつい登りである。

トップの治郎がそろそろ“誰かをダシにして”一休みを言い出しそうなものだが、ケッパル。

最弱者の「五体不満足」が先ずネを挙げるのが順序かと観念？していると何んとうまい口実が

現れてくれた。

「柱状摂理」「下り地蔵・登り地蔵」それらの説明板である。助かったワイ！

「柱状節理」は昨年「甲州道中」猿橋で見事なものを見た。佐薙と松尾が何だか、学問的な会

話をしていたが、要するに「溶岩が流れ出して、これが外側から冷えてゆく過程で溶岩の体積

が縮むために出来た規則的な割れ目・摂理・のことだ」だから、日本では各地にある。

ただ、面白いのは「摂理」の断面が一般的には六角形だが、他に四角、五角、七角、八角など

があり、「柱状」の他に「板状」もあり、また溶岩の性質によっても、異なる形のものができる

らしい。
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その理屈（学問的な理論など）は到底マスター出来そうもないので、深入りはやめた。

休憩の口実を頂いたことに感謝。

（５）“出た！熊だ？”の足跡、ホイッスルを吹く

松尾が「弘法の井戸」から汲んでくれた水で禊（手を洗い）をすませ、愈々ブナ、コナラ、な

どの落葉広葉樹林帯を登る。枯葉が深々と積もっている。

霧が深くなってきた。

（＊碓氷峠は関東地方と中部地方の境界。日中、関東地方南岸では大規模な海風が生じ大気が

内陸に向かって進む。他方、中部地方内陸部では上空に低圧部が現れ、谷から山頂に向かう風

が生まれる。午前中は碓氷峠で２つの流れはほぼ平衡するが午後から夜間にかけては関東地方

からの南東風がより強くなり、山を登る空気は気圧が低くなるとともに膨張して温度が下がり、

飽和した水蒸気が霧となる。軽井沢では年間１３０日以上も霧が発生するという。（受け売り））

瑞々しい緑のトンネル、時折、啄木鳥のドラミング、まさに「幽玄の世界」だ。

しばし、登る辛さを忘れかけてきた時、トップの治郎が“熊の足跡だ”と叫んだ。

“碓氷越え 熊の足跡 生々し”（恭）

間違いなさそうだ。まだその辺に居るかもしれない！？

克ちゃんがすかさずホイッスルを吹き始めた。

“霧のやま 枯れ木か熊か 幻か”（克）

熊の足跡は峠道に沿って延々と続いている。どうも単な

る踏み跡ではない、かなり落ち葉を引っ搔 いている。

そこで四郎が“これは落ち葉の下のミミズか虫を探して

いるのでは？子ずれかも“との説をとなえる。 ＜＜額縁の熊、実物にあらず！＞＞

「石をひっくり返した」跡もあ る。上高地の冬の猿

が川虫を捕るのに石をひっくり 返すのと似ている。

針葉樹林帯では無駄なことはし ていない。

街道から外れたかと見ると広葉 樹林帯に出ると足跡

はまた現れる。この一帯を縄張 りとし、ときどき峠道

を巡回？しているの

だろうか。

＜枯葉を引っ搔 いたあと、生々しい＞ 「八咫烏に導かれた

神武天皇の神話は兎も角、猿の手引きで法難から逃れた日蓮

のごとく」、奇跡？が起こるかもしれない？

熊が神の使いという話は聞いた事はないが、何だか熊に先導

されている感じになってきた。

＜１０Cｍはある落葉の街道＞ “落ち葉搔 く 熊の爪あと 熊野神社（やしろ）へと”（石）

霧は益々濃くなり、霧雨になってきた。熊の雰囲気もやや遠ざかった？あたり、熊野神社の手
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前、凡そ２Km の山中坂（飯食い坂）で休憩、東京屋で作ってもらった“一口お握り”を頬張る。

松尾はカメラを担いで「しんがり」ながら、いつの間にか、ブッシュに入り込んで「山椒の新

芽」をちゃんと懐にいれていた。奥さんへの土産である。熊に出会わなくて良かった。

“信濃路の 土産話は 霧と熊”（寛）

宗匠の宮川は我々の話しを聞いて一句、“夏霧の 古道に熊の 足づかひ”違いが解りますか？

治郎の句が登場しない！？霧の中、トップを歩いた治郎の気持ちからすればよく解りますよ。

依って、“霧の中 ひょっこり出ないで 肝ちじむ” （四郎、代詠）

“頼みます 逢わずに此処を 通らせて” （ 〃 ）

（６）熊野神社、熊野皇大神社、安政の遠足、宮さんと合流・しげのや

遂に到着、２つの神社が隣り合わせでご鎮座。営業中の峠の茶屋？はたった１軒、「しげのや」

店の中から宮さんがひょっこり現れた。

この「しげのや」は店の真ん中に「県境、上野・信濃

の国境」がる。向かって左・群馬県、右・長野県。

神社も群馬県側・熊野神社、長野県側・熊野皇大神社。

何処でも大事なところはお互い譲らないもののようだ。

腹こしらえを済ませたあと参詣したが、鈴もお賽銭箱も

並んでいる。両手で鈴を鳴らし、両手でお賽銭を入れて、

同時に済ませた。

これで、ひとしく“ごりやく”を戴けようか？

＜しげのや、店内に国境がある＞ （＊根性が宜しくない？）

開いていなかったが「あづまや」という茶屋があり、ここから「安政の遠足」に関わる資料が

みつかった。

安中藩主・板倉勝明は「学者大名」と云われたほどの人物で藩士の教育に力を注いだ。

（＊前述の新島襄もこのような藩の土壌のもとで生まれ育ったのだ）

その一つが安政２年（１８５５年）に「藩士

の心身の鍛錬を目的として５０歳以下の藩士

９６人を数組のグループに分けて、安中城か

ら熊野神社まで７里７丁・２９Km を往復させ

た。世に言う「安政の遠足」である。

これを、熊野神社の神主・曾根出羽守に控え

させていたものが「安中御城内諸士御遠足着

帳」で出走者の氏名、着順などが記録されて

おり、「あずまや」から出てきた。

＜しげのや・全員集合、これから雨具をつけて下る＞

（＊先日（６/２９）TV でこの「遠足」をドラマ的に描いていたが、毎年行われる富士山の「雲

海を走る」で頂上・浅間神社の神主に襷にポンと判子を押してもらう情景を思い浮かべた。
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安中藩士も熊野神社の神職から「割り付け札」なるものをもらって、折り返していた。

ただ、速さだけを競うものではなかった。武士という絶対的な階級間での気遣い、飛脚と言う

速さで生きる男の走りっぷり、母危篤故にこそ懸命に走り、臨終までに戻る・・など洵に人間

味あふれる描写となっていた）

（７）「つるや旅館」、文人墨客？我らはしがねえ老いぼれウオーカー？！

小雨のなかを快調に下る。約４５分、別荘地域・旧軽井沢に入ったと思ったら、もう「つるや

旅館」の玄関についてしまった。克ちゃんは更に２０分ばかり歩いて軽井沢駅から帰京。

「一見の客はとらない？堀辰雄、芥川、・・、あ

あそう」、でもこんなご時勢のせい？か館内には

客の姿は殆ど見えない。

我ら５人に与えられたのは２階の和・洋２区画

続きの１部屋。

世慣れた宮さんが此処で真価を発揮、部屋に来

た中年のスタッフに話しかける。「大正、昭和の

著名人は随分、お泊まりなさったようだが、都

知事の I 君は来ましたか？」、実は我らは・・

＜克ちゃん、峠越えだけに参加・気をつけて＞ と言外に、匂わせて。さしたるやり取りも無く

会話はそれまで。

交替で風呂に入り、地酒などを吟味して、夕食を待っていると先ほどの御仁、「今日はたまたま

部屋が空いておりますのでもう１部屋用意します

から・・」と。来た来た・・。

気分よろしく食堂で夕食をとったが、客人は我々の

他には、旦那さんを亡くしての「思い出旅」をして

いる昭和１桁生まれの「おばさん」と若いカプル１

組だけだった。

もう一部屋への顔ぶれはすぐ決まり、お蔭様で

結構な夜を過ごせた。

「熊と出合った！追いかけられて・・」なんて夢は

誰も見なかったようだ。 ＜広いホールの一角で反省会？＞

毎度、１つ～２つ、トピックスが生まれるが、この碓氷峠越えでは文句無く「霧と熊」で決まり。

もし、トップの治郎が熊と鉢合わせでもしていたら、それは更に何十倍もの話題性があったかも

なあ・・。残念、惜しかった！

（＊軽井沢には多感な頃の思い出がある。映画のシーンと重なるが、「草軽電鉄」なるトロッコ

軌道で樹林を縫う。森繁？演ずる駅夫の「唐松沢」と繰り返す声や停車場の風景・・、消えない）

（３）２０１１年６月２日（水）２泊３日シリーズの第３日 雨のち雲
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佐薙、高崎、松尾、宮川、石和田 距離 18.5Ｋｍ 時間 6Ｈ50Ｍ（4Ｈ45Ｍ）歩数 35.300

８：３０ 「つるや旅館」発 （軽井沢、閑散）軽井沢宿、本陣跡（何もなし）市村記念館

９：５０ 沓掛宿・中軽井沢 脇本陣満壽屋・旅館岳南荘枡屋 沓掛本陣・本陣土屋

１０：０５ 沓掛宿・中軽井沢西 馬頭観世音数基あり 女街道入口 草津街道分岐道標

１１：２０ 追分宿、常夜燈 浅間神社 堀辰雄記念館 旧脇本陣油屋旅館 本陣跡 高札場跡

１１：４０ そばや“せん”昼食

１２：１５ そばや“せん”発 善光寺道・分去れ（わかされ）しなの鉄道御代田駅

１４：００ 小田井宿入り口 おはる地蔵 本陣跡 上の問屋跡 脇本陣跡 下の問屋跡

皎月ケ原の碑と歌碑 鵜繩沢瑞一里塚 岩村田橋 住吉神社 竜雲寺入り口

１５：００ 岩村田宿・住吉町交差点 小海線・岩村田駅前

１５：２２ 長野新幹線・佐久平駅着 帰宅

（１） シナの木、科野、信濃・・

碓氷峠を越えて漸く「信濃の國」に入った。

江戸・日本橋から、３６里３３町７間（約１４５．０Km）、第１８番目の宿場・軽井沢。

「信濃」には長野生まれの宮さんならずとも、山に憑かれた我らはある種の郷愁を覚える。

「信濃國」は実に大きい。しかも山で隔てられた７つの盆地があり「盆地世界の集合体」と言わ

れる。どうしてこんな広い地域が１つの國として出来たのか？という、またまた解けそうもな

い、性質の悪い疑問に取り付かれてしまった。（＊しかし、深入りは禁物だ、出口が見付からな

くなるから）

・「信濃」の名の由来は「シナの木」から来たという

説が有力、花や果実は薬用、皮は布、紙の原料、花

は芳香あり（＊他に山国の地形から「段差」を意味

する古語の「科」や「級」に由来するという説もあ

るが）

・「シナヌ」に「科野」の字が当てられた。

「古事記」の中巻に「神八井耳命者科野國造等之祖也」

とあり、大國主命の子、健御名方命が諏訪に入る際

にも「科野國之洲羽海」に至るとあるそうだ。 ＜シナの木・１０米余の落葉喬木＞

「科野」から「信濃」へは８世紀の初期らしく、それを示す木簡が千曲市の遺跡から出た。

・さて、律令制に移る前の「國造」の時代、「國造本紀」（＊９世紀初めに出来たとされる歴史

書の「先代旧事本紀」は古事記や日本書紀の文章がつぎはぎのように使われていて、学術的に

はその信憑性に疑義が出されているが、その巻１０の「國造本紀」は資料性があるとされてい

る。此処には１３０ほどの國造名、設置時期、初代國造系譜などが挙げられているが、これは

大宝２年・７０２年に編纂された「國造紀」に基づくもので、これら各國造の系譜や伝承は６

世紀中頃から後半に出来たものとされている。洵にロマン的だ）によれば、國造名・科野國造、
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初任の時期・崇神期（第１０代、９７年～）初代國造・建五百建命、系譜・神八井耳命の孫（＊

この系譜からは１３３ある國造の内、何故か房総半島の印波（印旛）國造と阿波（安房）国の

長狭國造が出ている）

・７世紀後半、律令制に移行した時の「信濃國」の範囲は「國造時代の科野・信濃」とほぼ同

じ（平安時代末頃、美濃国から木曽地方を編入したが）で、佐久、伊那、小県、筑摩、更級、

諏訪、安曇・・等１０郡が置かれ、国府は国分寺や総社の一つ科野大神宮のある事等から、小

県郡（現在の上田市）にあったとされている。（＊筑摩郡・現松本市と言う説もあるが）

因みに中央から任命される国司には飛鳥・奈良時代は巨勢（７３１年）物部（７４６年）大伴

（７７８年）氏など、平安時代には藤原、源、などの一族が、８６２年には在原業平の兄・在

原行平が任命されている。大和政権下で国の体制が整っていった記録と云えようか。

兎に角、科野・信濃の国は「國造」時代から「律令制」の時代を通じて、ほぼ現在と同じ広大

な地域が１つの国であったことは確かで、“何故か？”は解らない。

５～６世紀、洵に強力な豪族が上田あたりを中心にして、この一帯を支配し、早い段階から

中央政権に従うという態度をとったとでも考えることにするか。

因みに、「延喜式」にある国の格付けで「信濃」は上国、甲斐、相模、駿河、三河、尾張など

も同じ、武蔵、上野、上総、下総などは大国である。当時の位置づけを考えさせられる。

（２） 緑濃き信濃路、雨中を行く

治郎と寛二が「こーもり傘」を貰って身支度完了。雨の軽井沢、あと１ケ月もしたら、喧騒の

巷となるのだろうが、今は人影も無く、旧

街道の面影は更に無い。

“異人来て避暑地となりぬ中山道”（宮）

カナダ人宣教師・アレクサンダー・クロフ

ト・ショー（Ａlexander Croft Show）は此

処が故郷のトロントに似ているとして、

１８８８年（明治２１年）「つるや」の主人、

佐藤忠右衛門の斡旋で別荘を設け、避暑地

としての歴史を開いた。

＜雨具をつけて中山道・信濃を歩く＞ １８８８年は信越本線が長野側から通じ、

１８９３年（明治２６年）には、碓氷峠越が開通、東京と直結した時期であった。

それから１２０年後の今日、樺松、橅 、楓などは更に背を伸ばし、雨に濡れて鮮やかだったが、

「つるや」で貰った松尾の傘は巨大で、歩道を並んで歩くと１人が車道にはみ出すほどの代物、

緑を眺めてばかりというわけにもいかなかった。

（＊軽井沢という地名は何に由来するのか？古語、方言で「荷物を背負って運ぶ」ことを「かる

う」と言うことから、峠に続く谷間のことをこう呼んだと云う説や「枯井沢」（水の枯れた沢、

穂高の涸沢また然り）という説がある。浅間の麓で「水が枯れているところ」からと言う方が、

しっくり来るが、その浅間は雨雲の中で全く見えない）
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（３）姫街道、堀辰雄文学記念館、分去れ・善光寺街道（浅間３宿、軽井沢・沓掛・追分）

＜中山道・姫街道、本庄宿～借宿＞

沓掛宿と追分宿の中間、間の宿・借宿（かりやど）から本庄宿まで、中山道の古道の一つ鰐

坂峠越えの街道がある。姫（女）街道だ。

これは中山道本庄宿から分かれ、藤岡宿、吉井宿、

福島宿、富岡宿、一宮宿、宮崎宿、下仁田宿、本宿、

初鳥屋宿、鰐坂峠（和美峠）を越えて借宿で中山道

に合流するもの。

西牧関所、南牧関所もあったが役人も少なく碓氷峠

の関所に比べれば取り締まりは緩かったそうだ。

また、中山道全体を「姫街道」と呼ぶこともある。 ＜借宿に建つ・女街道入り口＞

それは東海道に比べて７里以上も距離は長いが大井川はじめ大河の渡しも少なく、桑名～宮（熱

田）のような海渡りも無く、新居、箱根のような厳しい関所も無く更には参勤交代の大名行列

は東海道の４分の１ほどで人馬の往来が少なかったことも女性の往来に好まれた。

皇女・和宮のご降嫁はその最たるものであろう。嫁入りに縁起の良い地名も多いこともあった

とか（しかし、追分、「分去れ」、「縁きり榎」等は具合が悪く、そこは智慧と策によって解決し

たようだ。「追分宿」は「相逢宿・あいおう」としたとか。でも、和宮は「追分」には泊まらな

かった。東海道の浜名湖入り口の「今切れ」などは大いに嫌われたという。科学だ技術だとい

うより縁起を担いでいた時代の方が人間らしかった？）

＜「風たちぬ・いざ生きめやも」・堀辰雄文学記念館＞

文学などにはとんと縁のない小生だが、結核、軽井沢、八ツ岳山麓・富士見高原療養所、追分

宿、そして「つるや旅館」で一泊したとなると素通りはすまいか。

ツベルクリン注射をし、まだ周辺には結核患者が沢山見かけられた、青臭く多感な若造の頃「風

たちぬ」を読んだ。

結核と言う不治の病に襲われた若い男女が死に直面しな

がら、なお、いかに生きるべきかを描いた清澄な純愛物語

という記憶がる。

ストーリーの詳細は忘れたが「軽井沢で出会った女性、節

子（本名は矢野綾子？）、彼女は結核を患っていたが婚約、

（彼自身も既に同じ病に犯されていることを知っていた

かと思えるが）、高原の療養所で２人だけで過ごしたほ

＜堀辰雄文学記念館＞ んの短い期間のあと彼女は他界する。その体験をもとに、

ポール・ヴァレリーの詩の一節“風たちぬ、いざ生きめやも” によせて、生きよう、生きてい

て欲しかったという思いを綴ったものだった」

当時の結核患者はまともな治療薬がなく、何時も死が間近にある病、その不安な心境を想像し、

何故か、その頃、“自分が巡り会った人”に重ねて読んでしまったものだ。
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堀辰雄は昭和１９年から此処「信濃追分」に定住、闘病生活を送り、昭和２８年（１９５３年）

５月、この地で歿した。４９歳。（つるや旅館には堀辰雄の写真や資料が沢山掲げてあった）

＜そば屋“せん”、追分・分去れ・善光寺街道＞

「追分」と言う地名は各所にあるが、ここ「信濃追分」が最初だという。

そして「そば」は如何に？ “梅雨冷えに 山菜蕎麦の 昼げかな”（宮）

雨具をつけてよく歩いた。

注文は一様に「〇〇そば」だ。

本場で漸く「そば」にありつい

た、という感じ。

信州といえば日本一の「そば」

どころ？

だが、生産量で見ると５年前の ＜追分宿・番屋、火の見櫓？＞ ＜そばや・せん＞

統計で、全国３３０００トンのうち、北海道がダントツの４３％、長野は茨城に次いで第３位、

生産地は東日本が主だが、何故か治郎の鹿児島が１４００トンで第８位。荒地作物の宿命か。

消費量なら、文句無く東京だろう。喉越しの感触が江戸っ子気質にピタリ！）

何を以って「信州＝そば」たらしめているか？

一茶のお蔭？木曾路の入り口、本山宿には「そば切り・発祥の地」という看板があった。

高遠藩主・保科の殿様に招じられて、江戸麻布永坂に

初めての「信州更科蕎麦処」の看板を掲げた布屋清右衛

門など信州人の才覚と努力によるものか。（「挑戦・中山

道―その１」で触れたが）

「追分宿・分去れ」、直進は中山道、右を辿れば善光寺、

北国街道。もともと「牛馬を追い分ける場所」から

＜追分宿・分去れ、右は善光寺へ＞ 街道の分岐点にも使われるようになった。

とすれば、全国には数え切れないほどの「追分」があろうが、この「信濃の追分」が始まり

だという。一昨年、東海道で独り補講を受けていたとき、四日市の端の「日永追分」・東海道と

伊勢街道の分かれ道で、佐薙や治郎が気をつけるようにと呉れたメモにも拘わらず、伊勢街道

を大分歩いてしまったこと、また草津宿で東海道と中山道の分岐点に５人で立ち、何時の日か

は、この中山道を歩きたい、と心に期したことを思い出した。

また「追分」は民謡として「江差追分」など東日本で多く歌われているがこれも「碓氷峠」を

越える「馬子唄」がもとで生まれた「信濃追分」が最初だそうだ。信濃は文化の発信地か？

まあ、「分かれ」は生きてゆくことの必然として日本人の心情に住まっているが、前述の和宮の

ケースで言うように「別れ、分かれ、岐かれ」は「出会い、落合い、相逢う」でもあるのだか

ら「都合の良い方に」とって生きてゆくということか。

（４）「御代田」も立派な軽井沢
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「追分宿」附近で標高は１００３米との表示があった。これから少しずつ下って佐久平に入っ

てゆく。Ｓ組の友人で電通ＯＢのＴ君は１年の半分くらいを軽井沢で過ごす。

「軽井沢族か」と冷かすと「俺のところは軽井沢と言ったって端れのはずれ、御代田だもん」

と言うのだが、今や、「はずれ」のこの辺りまで「軽井沢の別荘地」として開発され、すらっと

背を延ばした木々の緑があふれている。

＊Ｔ君とは月１回の昼食会で顔を合わせるのだが、先日、小生がたまたま、「石見國・津和野」

の森林太郎（鴎外）記念館や西周（１８２９～１８９７）の生家

を見てきたこともあり、また、鴎外の孫娘を嫁さんにしているＹ

君もいたので、これを話題に出し、「あんな田舎から優れた人材が

出たものだ、西周（あまね）の啓蒙思想家としての貢献は大きい

のでは？！」と言ったら、Ｔ君は俄然「日本の近代化、西洋文明

の取り入れ方は間違っていた。その元凶の１人は西周だ」と言

＜緑濃き御代田附近＞ い出した。

どうも、彼の言いたいところは、西周が西洋の思想、学問、技術を日本語に置き換えるときの

用語が不適切で、日本人はそれ以来、それらの言葉で縛られてしまったと言うことのようだ。

確かに西は「philosophy」の翻訳語として「哲学」という言葉を創ったほか「芸術」「理性」「科

学」「技術」など多くの哲学・科学関係の言葉・「翻訳語」を創ったが、これがどうも堅苦しい

もので、理解が難しいと言う批判はあるようだ。

しかし、では、どうであったら良かったか？の答えは曖昧のままだ。

（５）小田井宿・「姫の宿」、「姫」のオンパレード

日本橋から４０里１５町７間・１５８．７Km 第２１番目の宿場、本陣、脇本陣は１軒ずつ、旅

籠は僅かに５軒、岩村田と追分に挟まれた小さな宿場は「宮家や公家の姫君の休泊に利用され

ることが多かった」と言われ、別

名「姫の宿」と言われるらしい。

そう云われれば確かに小ぢんまり

として、上品な感じが残っている。

徳川幕府は第３代将軍・家光以降

正妻・御台所を皇室や公家（摂家）

から迎えるのを慣例化した。 ＜小田井宿本陣・安川家＞

（＊１１代将軍家斉御台所・寔子と１３代将軍家定御台所敬子（篤姫）は島津家出身だが、両

人とも輿入れに先立って近衛家の養女となり、公家の姫として輿入れしている。）

これらの姫のうち、９代将軍家重に嫁いだ比宮（伏見宮邦永親王女）、１０代将軍家治への

五十宮（閑院宮直仁親王女）、１２代将軍家慶の楽宮（有栖川宮熾仁親王女）なども中山道を

通り、小田井の宿に立ち寄っている。そして、仁孝天皇皇女・孝明天皇妹・和宮のご降嫁であ

る。昼食を摂るために立ち寄られ、記念に人形を下さったとかだが、何しろ庄屋の娘３人を宮

に仕立てて同じ駕籠が４台（公武合体に反対する勢力の襲撃を避けるため）、応接の側も骨の
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折れることであったろう。しかし、是を持って小田井の宿が「姫の宿」と呼ばれる決定的な資

格？を得たと言うべきか。

（＊だが、１５人の将軍の正妻・御台所のうち、２代将軍秀忠の正妻・於江が３代将軍家光の

生母となった以外、将軍の生母となった御台所は１人もいない、何故だろうか？？

そこには、「幕府の権力維持」に対する巧妙な配慮が施されていたように思える。

即ち、格式のうえからは、正妻・御台所は皇室や公家から来てもらうが、その女性が次ぎの将

軍の実の母となっては、所謂「外戚の権」が強くなりすぎる・・ことへの用心深い配慮ではな

かったか。古来、世界中、どこにでもあった手口？と言うべきか。ああ疲れたワイ）

（６） 武田を恨んで正月、餅を食べない、が武田信玄の墓はある（岩村田）

＜正月に餅を食べない＞

佐薙が何処かの山で出会った御仁から「岩村田の一部には正月に餅は食べない習慣がある。そ

れは正月休戦をしたのに、武田信玄に騙まし討ちされたからだ・・」と聞いた覚えがある、と

言いだした。どれどれ・・。

（＊日本には正月に餅を食べないという地方は山形から長崎まで１０県にも及ぶ。その理由は、

貧しくて粟や稗しか食べられなかった先祖の苦労を忘れないとか、戦に破れた先祖の苦難を偲

ぶなど、様々だが）

この佐薙に語った御仁の話しは、口伝、伝承も多いが、およそ次のようだ。

＊ 甲斐の覇者、武田信虎、晴信（信玄）、親子は今川義元と同盟、諏訪氏とも和睦して愈々

１５３６年、信濃国・佐久郡への侵攻を本格化する。その入り口が南佐久郡の「海尻城、海ノ

口城」攻めであったが、この城は武田軍に１ケ月も包囲されながら落城せず、遂に正月休戦の

約束が成立。城では正月の準備に餅搗きをしながら祝宴を催していた。

ところがその時、なんと、約束を破り、途中から戻ってきた武田軍の奇襲に会い、城兵は悉く

討ち取られ、落城したという。

（＊この「海尻城・海ノ口城）攻めは晴信（信玄）の初陣で、途中から引き返してきたのは殿

（しんがり）を務めていた晴信軍・３００名余り、と武田

の戦記もの「甲陽軍鑑」にあり、多分に美化されている、

との評がある）

これに因んで、この地域（主に井出一族）では「モチを搗

く時期に敵に襲われた先祖を思って正月にはお餅を食べ

ない」という慣わしが出来た、ということだ。

このときの「海尻城・海ノ口城」は甲斐に備えた境目城

＜岩村田城址に立つ王城の大ケヤキ＞で平賀源心（玄信）の出城であっが、この平賀源心（玄

信はこのとき討死）は岩村田・大井氏の一族で大井氏の先鋒として武田氏と対峙していたのだ

という。

このことから岩村田にも、この思いを共有する人が居るのかも知れない。
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（＊大井氏は鎌倉時代初期に佐久・大井荘に土着し、佐久、小県など東信濃の雄として覇を唱

え、同地域の伴野氏や村上氏、甲斐の武田氏等と争い、また、中央の争いにも加わったりして

きたが１４７７年、甲斐の武田信昌により佐久に侵攻され、１４８４年、村上政清に攻められ

て滅亡したが、その一族、係累は信濃一帯に広く存続している。

その、大井氏の居城が岩村田城で別名「大井城」と呼ばれている。この岩村田城跡は中山道か

らは少し離れており、そろそろバテかけてきた我らは横目でみるのみ、立ち寄らなかったが、

岩村田という地域は大井氏の興亡を抜きにしては理解が不十分となりそうだ。江戸時代中期の

内藤氏１６０００石の岩村田藩は別もの）

＜岩村田には武田信玄のものと言われる墓がある＞

小田井宿を過ぎて暫くすると、我らの隊列が少し乱れ始めた。

「皎月ケ原」という風流な場所に差し掛かり、宮川宗匠と「この意味は？句作には出てこない

か？」「月が煌々と照る様か、雲と交わる様か・・」なんて会話をしながら振り返るとトップ

の治郎が何時の間にか最後尾、松尾と何だか「早すぎるぞ！・・」なんて云いながら、やや傾

き加減で歩いている。

“はいはい、一休みだ”と鵜繩沢瑞一里塚跡の縁石に腰を下ろして大休憩、佐薙が目指す岩村

田の新幹線・佐久平駅まで、あと１時間弱。「ケッパろう！」

（＊今年になって、やけに快調な治郎に脅威を感じていた松尾と四郎は顔を見合す。悪い根

性？）

住吉神社の石段を５段ばかり上がり、お参りすると言うよりは境内にある、注連縄を巻いた、

皮ばかりのケヤキかカエデかエノキ、老木を眺めて、「休憩」、「力を恵んでください！」

流石は治郎！間もなく岩村田宿の入り口につく。やや行くと「武田信

玄墓所」という表示があった。

何故か？佐薙の解説はない。それより彼は黄信号にどう対処するか？

を思案し始めたらしい。

中年の夫人に質問をしている。土地勘のある宮さんも加わる。

「本日の予定をややカットして、佐久平駅に行く」、有難いわい。

トップの治郎も，「みんなは予定通り行ってくれ、俺は此処から電車に

乗って佐久平まで行くよ」と表明していたところだった。勇気ある選

択、治郎を一人にするはずが無い。

＜住吉神社の老木＞ 岩村田宿のほぼ中央から右折、JR 小海線・岩村田駅前を通り２０分ほ

どで目出度く新幹線・佐久平駅に到着した。頑張った～あ。

＜ところで、武田に痛めつけられた岩村田に何故、憎くっき武田信玄の墓があるのか？？

正月に餅を食べないんだぞ！またまたほじくり返す虫が・・＞

＊信玄の墓は「曹洞宗・龍雲寺」にある。中山道からちょっと左側に入ったところだ。

信玄は１５５０年頃には佐久郡を掌握し（此処を根拠に北信濃に手を伸ばして上杉と衝突をく
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り返すのだが）領国内の曹洞宗寺院の支配拠点とするため越後から北高全祝を招聘し、以後、

龍雲寺を中興させており、１５６７年、川中島の戦いの間にも寺領を寄進したりしている。ま

た、１５７４年、信玄の父・信虎の葬儀には北高全祝が大導師を務めた。

信玄の死期、場所には諸説あるが、１５７３年、下伊那郡駒場というのが定説だが、兎に角３

年、その「死を秘す」と言うことと、矢張り大物だったことから、偉人、英雄の常として各所

に墓所なるものが生まれている。（釈迦の仏舎利には遠く及ばないが）

塩山の惠林寺が勿論本命「法性院機山信玄大居士、天正元年４月１

２日薨」だろうが、他にも高野山、京都・妙心寺、清水・霊泉寺、

愛知県設楽町・福田寺、甲府市内・大泉寺、長野県では長福寺、竜

泉寺にある。

それぞれに「縁起」があるのだろうが、ここ龍雲寺では昭和６年に

境内から「骨壷と短刀と象牙の袈裟の環が発見され、その環には「大

檀越信玄、干時天正元年酉年４月１２日、於駒場卒戦時爲・・」と

記されていた。（信玄遺骨として注目されたが、発見の経緯や

刻まれた文句に疑義が出されているとか） ＜信玄霊廟・ネットから転載＞

＊信玄が越後から曹洞宗の僧・北高全祝を招聘したこと、龍雲寺が武田の外護を受けてきたこ

と、そして、信玄の民心掌握・操縦術の巧みさなどからすると、何がしかのものが残っていて

も不思議ではないか。

（７）＜起き上がりこぼし、幼児のような若さ？治郎？＞

この程度の傾斜？ 松尾が「武士の情けだ、圭子さんの手前もあるだろう」と。

他にもあるらしいが、部外秘だそうだ。偉い！

佐久平駅で雨具を脱ぎ、今回の予定は目出度く終了、有難う。

この中央に鎮座する御仁が！？とてもそうは見えない。

“思い切り遊んで疲れた幼児がぐずる、そしてコトンと寝る。

目を覚ましたら元気で飛び回る”何か似ていないかな？

＜この位の傾斜、何てこと無い＞

治郎は圭子さんを呼び出し、綱島温

泉で完全回復、なんと翌日には圭子

さんの外房菜園へ出かけ、玉葱を収

穫、薩摩芋を植えてきたとか。

恐れ入るよ、不死鳥、若々しい傘寿男！萬歳 ＜この中央の御仁！＞

＊ アルコールとつまみを仕入れてきて皆に振る舞ったのは「さすが」だよ。

＊ 先の２泊３日シリーズでは、長ったらしく書きすぎた。

だが病は治らないかも？！それだけ「中山道」には魅力がある、俳優も含めてだが・・。
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（４）２０１１年６月８日（水）晴 岩村田宿 塩名田宿 八幡宿 望月宿

佐薙 高崎 石和田 距離 14.0Ｋｍ 時間 5Ｈ10Ｍ（4Ｈ.0Ｍ）歩数 21.000

（５：１３ 新検見川発 ６：２４東京発 あさま 号、前回と同じ列車）

７：４０ 佐久平駅着 中山道交差点 相生町 相生の松、浅間総合病院 岩村田高校

９：４５ 塩名田宿 下宿 中宿 川原宿

１０：００ 千曲川を渡る・浅間、絶景 河岸にハリ槐

１０：４０ 八幡宿入り口 本陣 脇本陣

１１：１０～１２：００ 昼食（くまさん） 百沢集落 若宮大権現 瓜生坂百万遍念仏塔

石尊大権現 長阪分岐点 鹿曲（かくま）川

１３：００ 望月宿着・井出野屋旅館 宿内見学・歴史民族資料館 （比田井）天来記念館

大伴神社

（１） ６日後、再び岩村田へ（３人だけだが和田宿で鈴木、松尾が合流のはず）

岩村田宿は岩村田藩、内藤豊後守の城下町であり、参勤交代も一般の旅人も此処を敬遠？した

らしく、本陣、脇本陣は無く、旅籠が僅かに８軒だけの宿場だったそうだ。

よって、街道の面影を残すものは殆ど見当たらないが宿場の中心地附近、相生町に「相生の松」

というのがあった。

その昔は男松（黒）と女松（赤）が一緒に生え、双幹に

分かれていたそうだが、今は３代目が別々に植えられてい

た。

少し行くと、街道の左に「佐久市立浅間総合病院」という

大きな病院があり、右側には「岩村田高等学校」があった。

学友で山仲間でもある楜沢泰君の母校である。

「人を知るにはその育った土地、環境を知るべし」とは ＜相生の松、黒・赤２本、３代目＞

（誰も言わなかったかも知れないが）、此処が彼・楜沢の人となりを形づくった「道場？」かと

思うと「人との出会い」の不思議さ有難さをつくづく感ずる。

岩村田高校の教育目標には「心身の調和の取れた健全な人間、協調性に富み道理を弁え、円満な

社会生活を営みうる人間、質実剛健にして勤労を愛好する人間の育成・・」などがある。

さもありなん。（＊だが？治郎にもらった「広重・二大街道浮世絵」の岩村田宿の絵を見ると

溪斎英泉画として「盲人たちの喧嘩」という珍しい場面が描かれている。

これは岩村田の人々の荒い気性を現しているとも栄泉のすさむ心を現しているとも云われてい

るが）わが楜沢からは、そんなものは寸分も窺えない。（楜沢という姓は長野県に圧倒的に多く

６０％、しかも佐久市がダントツらしい。・・・余計なこと）

佐久市は人口１０万、駅伝の佐久長聖高校、佐久総合病院位しか知らなかったが、この岩村田

は古くから中山道、下仁田街道、善光寺街道の交わる（分かれるではない）要衝の地であり、た

まに出会う路線バスや巡回バスの行き先は「浅間総合病院」で、この地で生きてきた「お年より」
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の姿がぱらぱらと見られるところであった。

（２） 漸く浅間山様に対面、千曲川・河岸を彩る「ハリ槐」

塩名田宿は中山道で唯一とも言える「千曲川の渡し」を控えて、なかなか賑わったようだ。

本陣跡、高札場跡、塩名田川原宿の古い家並みなどが往時を偲ばせてくれる。

昔の屋号が掲げられているのもよろしい。川料理で有名な「竹廼家・たけのや」の角を下ると

滔々と水量豊富な千曲川に出た。

佐薙は２週間ほど前、千曲川源流をたずね

ると称して雪の残る「甲武信岳」の辺りを

歩いて来た。達者で御座る。

“千曲川 源流はるか 甲武信岳”（恭）

千曲川の河岸（写真左後方、白く見える）

には「ハリエンジュ・針槐」の白い花がこ

ぼれるように咲いていた。

＜満足！浅間に千曲に針槐、そして休憩＞ 見わたせば、このあたり一帯、川の上流の

方まで見事なものだ。ただ、残念なことに「香り」も漂わず、ミツバチの姿も目に留まらなかっ

た。

「これは、アメリカ原産で根の張りがよく、河岸等の護岸、土止めなどに良いというので持ち込

まれたものだ、しかし、勢いが強すぎて環境省が困っているとか」と佐薙がいう。

「槐・えんじゅ」と言えば小生にも一言あるぞ。

（＊新入社員で工場の人事課に配属された時・宮田槐郎（えんじゅろ）と言う名前に出会った。

読めるわけも無い。聞いてみると、当人は旧満州、長春の生まれで、あの辺りには幾らでも生え

ている勢いのある木だという。２０年近く前、現地を訪れる機会があり、この木をいやと言うほ

ど眺めたものだ。花の時期ではなかったが。

この槐は中国原産、針槐はアメリカ原産、木まで２大大国？！）

（３） 「市川五郎兵衛新田」はどこか？

千曲川から八幡宿に向かってやや登りが続く。左右には植えて半月ほどか、稲田が拡がる。

佐薙が「この辺りに五郎兵衛新田というのがある筈だ。江戸のはじめ、五郎兵衛という篤志家が

私財を投じて開発したもので、美味しい米で有名らしい」と言う。

このあたりは「浅科地域」と言うようだが、それ程広い田圃が広がっている訳でもなく、バテ始

めてきたせいもあって探索意欲もとぼしく、八幡宿に辿り着いてしまった。

“予習した 五郎兵衛新田 表示なし”（恭）

宿のはずれで、乳母車のようなものに鍬と鎌を乗せてころころと押していたお婆さんに、「五郎

兵衛新田って何処ですか？」と佐薙が聞いた。

９１歳と言うお婆さん「ああ、もう過ぎちゃったよ」と蓼科山方向を指差しながら「今でもある

よ、広い田圃が」と教えてくれた。古いことを聞くには、お年寄りに限る。



29

＊五郎兵衛新田について一言なかるべからず。

市川五郎兵衛（１５７１～６５）家は上野国甘楽郡羽沢村

（群馬県南牧村）の武士で武田家に仕えていたが、武田家が

滅亡、徳川から家来になるよう誘われたがこれを断り、替わ

りに１５９３年、「家康の領地内なら何処でも自由に鉱山開発、

新田開発をして良い」との朱印状をもらう。

鉱山開発の傍ら米の取れる佐久地方に目を ＜八幡宿、小松本陣跡、和宮泊、ご下賜品あり＞

つけ、１６２６年、当時この地方一帯を支配していた小諸藩から正式に、ただの不毛な草原だっ

た「矢島原」の新田開発の許可をうる。

３年をかけて水源を蓼科山の湧き水に求め、岩下川と湯沢川が合流して鹿曲川になるあたりを堰

きとめ、トンネルを掘り、延々２０キロに及ぶ大水路を４～５年をかけて完成させ、今日の美田

地帯を作った。その範囲は浅科村だけでなく望月町・北御牧村、小諸市、佐久市の一部までを潤

すものとなっている。

こういう話は実にいいもので、街道歩きのお蔭と言うべきか。

我が家は石和田四郎兵衛という。五郎兵衛にあやかって、遠く及ばないが触れさせていただく。

四郎兵衛は、渋る部落民に私財を分けて、戦後漸く、自転車も通れなかった山道にトンネルを掘

り、橋を架け、やっと４輪車が通れるようにしたり、ランプしかなかった辺境の部落に電気を通

した。部落の入り口には今それを記念する小さな碑が建っている。

昨年、甲州道中の韮崎の少し先で矢張り１６６０年ごろ江戸深川の商人・徳島兵左エ門が釜無川

の水を引き新田を開発したこと、一昨年、東海道で角倉了以が富士川の舟運を開発したこと、な

どに出会ったが、（「芭蕉の句碑」もさることながら）心を打たれるものだ。

先人の偉業に感謝する。我らは今、どんな遺産を後世に残せるのか？

放射能で汚れた大地を残すのみでは余りにも情けない！

（４ ）食堂・くまさん

９１歳のお婆さんが国道１４２号を無事横切るのを祈りながら、今日、期待できる唯一の食堂

「くまさん」に駆け込む。 街道筋にある和・洋なんでもござれのこの食事処、一見の客、馴染

みの客、まさに人助けの感がある。

店長と思しき中年のご婦人、その体格と言い、言動といい、

「店の名」に恥じない堂々たる風格、碓氷峠の熊さんとも

重なって可笑しかった。

“熊よりも 強そうな女主人（ママ）熊さん食堂”（恭）

１２時に昼食終了。望月宿を目指す。３Km くらいか。

＜食堂・くまさん、どうして此の名が？＞ 街道の風情を残す百沢集落を登る。

「双体道祖神」が睦まじく佇んでいる。

信濃には「馬頭観音」と「道祖神」が実に多い。この地の人達の暮らし、心のありようを現して

いるように思える。「境界から悪霊の侵入を防ぎ、道行く人を護る」と言う、此の「道祖神」の
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多くは、その優れた技術で聞こえた伊那・高遠藩の石工達の作だという。

「望月城跡」への道を右に見ながら瓜生坂を下り、蓼科山に発して五郎兵衛新田を潤し尚滔々と

流れる鹿曲川を渡ると「望月宿」である。

川に沿って緩やかに下る道の両側に街道風の家々が並ぶ。夫々の家に掲げられている屋号・看板

がユニークだ。（後で解ったのだが、これは当地が排出した近代書道の父・比田井天来先生の一

門の書家が１軒ずつ手分けをして書いたものという。「天来先生」は「真似をするな」と教えた

そうでそれ故に同じものが一つもないということなのだろう）

真昼間の街道筋、ターミナルでバスを待つ数人の中学生？とお年寄り２～３人が世間話？をして

いる以外、人影は見られない。

井出野屋旅館到着、午後１時。

道中、「何所まで？」「望月まで」、「泊まりは？」「井出野屋」と答えると、聞いた方も納得する

場面が何回かあった。（この街道筋では他に目ぼしい旅館がないせいもあろうし、「井手野屋」が

それだけの老舗ということでもあろうか）

（５）望月の駒・「名馬・月毛の駒」

「望月」の地名の由来は？平安時代、献上される馬を天皇がご覧になる「駒牽きの儀」が御所で

行われ、旧暦の８月１５日の満月（望月）の日に献上

される馬は「望月の駒」と称された。

信濃には１６もの「牧」があって献上馬も圧倒的に多

かったが、その中でも望月の駒は頭数も多く、良馬と

しての評判が高かったので、その代表として、此の地

方の駒が「望月の駒」と称され、「望月」という地名の

起こりともなったと言われている。

＊人と馬との関わりは古く、馬に関する伝承は各地に ＜望月の名馬・月毛の駒？

あるが、昨年の「甲州道中」では「甲斐の黒駒」について 佐久市望月支所前の彫像＞

触れた。此処には「望月の名馬、月毛（黄色く赤毛）の駒」の伝承がある（内容省略）

＊豪族連合軍のような形で朝鮮半島にかかわってきた大和政権は、馬の有用性と飼育法を大陸

に学んだ。７世紀の後半になると百済、新羅などの半島情勢が不穏となり、国防上の理由から各

地方に牛馬を飼育する「牧」・官牧を設け（諸国牧・下総、常陸、下総、上総、安房、相模、駿

河、備前の８ケ国に３９箇所/近都牧・摂津、近江、丹波、播磨、大宰府）５歳馬が調達された。

＊ところが、半島情勢が落ち着き、唐との関係も好転するとこれらの軍備や馬も過剰となり、

平安時代初期には、中央政府や皇室などに良質の馬を貢納する性格のものに転換した。

此のうち、皇室に貢馬するための牧を「勅旨牧」といい、これが優雅な物語りや数多くの歌を残

すもととなった。

（勅旨牧は信濃国１６、甲斐国３、上野国９、武蔵國４、全部で３２ケ所、東国が圧倒的に多い。

なかでも信濃國には全体の半数の牧があり、毎年８０頭（甲斐６０、上野５０、武蔵４０）、う

ち「望月の牧」からは３０頭が貢馬されていた。場所は望月宿の北側、今も「御牧ケ原」の地名
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がある）

＊“逢坂（あふさか）の 関の清水に 影見えて 今や引くらん 望月の駒” ・紀貫之

都人達が毎年、望月の日に催される「駒曳き」をとても楽しみにしていた様子がよみとれる。

紀貫之は “都まで なつけてひくは小笠原 へみの御牧の 駒にや有ける”とも詠んでいる。

これは、「甲斐の駒」に因んだもので「小笠原」とか「へみ（逸見）」は甲斐の勅旨牧の場所であ

る。

因みに「望月」を詠んだ古歌は、駒を含めて、７８首もあると言う。

（６）望月歴史民俗資料館、維持費も大変だろう

時間はたっぷりある。この地を訪れた老旅人として、旺盛な？好奇心と多少の知見を。

本陣跡に建つ立派な「佐久市立望月歴史民族資料館」、どれだけの人達が訪れるか知らないが、

広い館内には我ら３人のみ。勧められた入場券は「天来記念館」と共通で５００円。

信濃地域では「野尻湖遺跡」から、ナウマンゾウやオオツ

ノシカなど大型の哺乳動物を解体したキルサイトなる石

器が発見されて居り、２５０００～３００００年前から人

類が活躍していたことが明らかにされていると言うが、此

の望月地方では１５０００年前から人が住み始め、７００

０年前の住居跡や６０基に及ぶ古墳から出土した刀、玉、

環などが展示されていた。

「望月の駒」が飼育され始めた遥か以前から、ドングリ

＜本陣跡の「望月歴史民俗資料館、 茸、芋や野草、野生動物を食料として人類は住んでいた。

後方は「天来記念館」＞（ドングリや虫、ミミズ等を餌とする碓氷峠の熊さんとせ

いぜい１万年の差しかないか！？）

遥かな時空を遡る一時であった。

（７）比田井天来先生・現代書道の父、ご存知か？

資料館の裏から１００段ほどの階段を登り、「佐久市立天来記念館」へ。

「現代書道の父」（1872～1939）？ 全くご縁がありません。

“望月宿 初めて聞く名 書道の父”（恭）

本家本元の中国では「書道」とは言わず「書学」というそうだ。

王羲之（307～365）を引き合いに出さずとも書の歴史は実に長く、深く、広い！

入り口の「来訪者記帳簿」に佐薙が筆で先ず記帳、続いて治郎、どちらも、なかなかの筆跡であ

る。何しろ書の記念館に来たのだから・・。「五体不満足」も辛うじて何とか読める程度の文字。

ご丁寧な取り扱いだ。ご婦人スタッフが付きっ切りで先ずヴィデオ２本の上映、３～４０分、

時間は充分にある。その後館内の展示物（妻・比田井小琴・1910～1948、の作品と共に）を念入

りに説明して下さった。

門外漢が敢えて、これを要約すれば：
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・ 明治の後半頃の筆法は日下部鳴鶴の「廻腕法」が主流であったが、「天来」は中国の古典を学

ぶうちにこの方法では書けない字があることに気付き、古典の筆法である「俯

仰法」を再発見。

これにより多くの文字を正しく伝えること

が出来るようになった。

・「天来」は弟子達に対し古典の中から自ら

学ぶことが重要とし、自分の真似をしないよ

うに、従って手本も作らなかった。

これによって多くの弟子が多様な書風を確立して行った。

[池晴れて龜出曝(ばく)し、松瞑（くら）くして鶴飛回す] ＜天来老人６７歳の絶筆、転載＞

＊「廻腕法・かいわんほう」とは、腕を大きく回し、肘から先をほぼ水平に半月に張り出して運

筆する方法。日下部鳴鶴（近代書道の父）など、長峰・柔毛筆。

＊「俯仰法・ふぎょうほう」とは、左払いなど左に筆を運ぶ場合は筆菅を左に傾けて手の甲を上

にし（俯）、右払いなど右に筆を運ぶ時は筆菅を右に傾けて掌を上にする（仰）用筆法。

比田井天来の創案、黒馬の尻尾、鹿の毛・純山馬などの硬い毛で作った剛毛筆。

＜言葉、文字の世話になっている一人として横道にそれる＞

☆ 人類が初めて意志、情報の表現、伝達手段として使ったのは「声と身振り」、言葉、言語へ

それを記録、表現、伝達する手段は記号、象形・絵、文字へと進んだと云えよう。

（この、何十万年と言える人類の言語、文字の習得は、１人の赤子が産まれ、鳴き声を挙げ、言

葉を発し、文字を覚えて、意志の伝達、記録をしてゆく過程と全く同じだ。）

☆南フランスのラスコーの洞窟には、クロマニヨン人が１５０００年前に描いたと推定される動

物の絵が鮮やかに残されている。赤土や木炭から黒、赤、黄、茶、褐色の色を作り出し、こけ、

動物の毛、木の枝などをブラシとして描いたと考えられている。

サハラ砂漠の真ん中、タッシリナジェール（B.C7000～B.C3000 年頃）の岩窟には膨大な数の動物

の絵がある。

中国はじめ多くの場所で見付かる彩色土器には模様があり、古代エジプトのファラオの墓には色

彩鮮やかな象形の文字が描かれている。

☆ 文字と青銅器の発明は人類にとって、（恐らく火の発見につぐ？）一大革新であった。

ＢＣ４０００年代頃、チグリス・ユーフラテス河畔のメソポタミアのシュメール文明が先ず文字

（楔形文字）を発明し、エジプト（象形文字）、インダス文明（文明が途中で滅び完結しなかっ

た）が文字を使用したと云われるが、中国の漢字は、恐らくこれらとは別個に生まれ、殷の時代

（紀元前 1600～1400 年）に文字と言える段階に到達した。

その祖先は甲骨文字（亀の甲や牛の骨などを火あぶりして、其処に現れた裂け目で吉凶を占い、

その結果を書きつけた）であるが、１字が１つの意味を表す表意字で、物を写実的に捉えた象形

文字（「目」、「耳」「歯」など単純なものから「魚」、「虎」、「豹」など複雑・高度なものまで、ま
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た、その一部を捉えた、例えば角の形から「牛」や「羊」と言う文字など、それぞれの特徴を生

き生きと捉えたもの）が大変多い。山、川、木、林・などは容易に造字？出來たように思える。

この、漢文字の書体は秦の始皇帝の時代に「篆書」として統一され、漢の時代には隷書、そして、

草書、行書、楷書へと発展したが、今や文字の数は７万、８．５万、いや１５万とも言う。

ＰＣ用の文字は７万とか。

よくも、これだけの文字を編み出したものだ。文明の深さ、大きさと云えようか。

アルファベットのような表音文字は字の繋ぎ合わせで、意味を表す言葉を作るが、それらは到底

漢文字の数には及ばないであろう。

世界には、既に滅んだものも含めてどれ程の文字があったか知らないが、世界の文字体系の殆ど

すべては究極的にはシュメールか中国で発達した文字の子孫と云えるそうだから驚く他ない！

（ただ、門外漢には、それらの言葉が伝播し合ってそうなったのか、人類の発想から生まれるも

のが究極的には、楔形やアルファベットのような表音的なものか、漢字のような表意的なものに

集約されると解すべきか は解らない）

☆ わが「天来先生」は「書は芸術である」と言われる。

成るほど中国では、記録、伝達の手段として生まれた文字を「美的に表現する方法が生まれ、こ

れを「書」と」した。

実用から生まれたものを美化し、趣味として心を豊かに、個性美を表現してゆく。その学習の過

程で人格を練磨し、情操を醇化してゆく人間修養の一方法に位置づけた。

古来中国・儒教の世界では「書」は六芸の一つとして尊崇され、「礼」

－礼節、「樂」－音楽、「射」―弓術、「御」―馬車の操縦技術、「数」

―数学、と並んで身分ある者の基本教養の一つとされた。

夫々の時代に「書の大家」が生まれ、「書聖」（王羲之）、二王（王

羲之、王献之）、二大宗師（王羲之、顔真卿）、古今の三筆（王羲之、

鍾縣、張芝）などと呼ばれ、まあきりがない。

☆然らば、当国においてはどうか？

「三筆」とは空海、嵯峨天皇、橘逸勢、「三跡」とは小野道風、

藤原佐理、藤原行成、「書の三聖」とは空海、菅原道真、小野道風

である。

「不世出の天才・空海！」、一体、この人は、たった６１年の生涯

＜空海筆・風信帖・国宝 でどうしてこれほどの事跡を残したのか？？

最澄宛書状５通の第１通目＞ 密教の奥義を究めた空海は「字とは人の心が万物に感動して作り

出されるもの」と考えていたので、字の形、大小、濃淡 などは自由自在であった。

「字の形に万物をかたどる、心に任せて形づくる」（雑体書という）、或いは、書く道具も思うが

まま、竹の繊維を叩いて筆を作り、「かすれた書体」（飛白体という）で書くなど。
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（今日では、指に墨を塗ってとか、ボロギレを振り回して書くとか・・前衛的なものは多いが・）

まさに宇宙の中心に「大日如来」を据えたように、何物にも捉われず自由奔放、心にまかせ、か

たちつくる、字の形に万物をかたどる・・と感ずるままを表現して、余すところがない。

（＊即ち、字は百人百様、万人万様である。 大いに讃成！！上手、下手などない！）

しかし、その空海も基本？としては「王羲之、顔真卿・二大宗師」を手本にしたという。

恐らく一度見れば、習えば、その真髄を習得したのであろう。いや、見た、聞いた、習ったもの

の何倍もの「もの」をわがものにしたにちがいない。

ああ、偉大なり。

（余談の余談だが、かってペルシャ帝国・イランにいた時、あの「ヒジキ？をこぼしたような

ペルシャ文字・アラビヤ文字とかなり重なるが・に、上手下手があるか？と質したところ

同僚の友人が“それはある！総務部長のボゾルグメール（大きな太陽の意）の字を見てみよ”、

という。つらつら見るに、なるほど、確かに「乾燥したヒジキが水にひたされて少し伸びたかと

思えるほどの違いはあったが、それを美しい、うまい、いい字だ、と云えるだけの修練は出来て

いなかった。（最近、ペルシャ文字の習字をやっているというイラン好きの日本人に出会った）

中近東にいると国は既になくなってしまったが“俺は〇〇人だ”という例に幾らでも出会う。あ

る時、街で拾ったタクシーの運ちゃん、昂然と“俺はアッシリア人だ。今の奴らは偉そうな顔を

しているが、わし等の祖先が造った文字を使っている・・”と言い放ち、裸足でペダルを踏んで

ブンブン飛ばしていたのを思い出す。アッシリアと言えば確かにメソポタミアに大帝国を築き、

２７００年前に滅んだが、その文明はペルシャ帝国に受け継がれた。彼はその何十世代か後の１

人として民族の誇りを失わず、しぶとく生き続けている。文字や文明と言うものも似ていようか。

因みに小生の秘書はアルメニヤ人だった。革命後彼女はアメリカへ渡り、ハチャトリアンとして

その血を繋いでいる）

☆さて、文字の殆どを機械が書く時代に「書の学習（単に文字だけでなく書かんとする言葉に含

蓄のあるものが多いが）を通じて人格を磨き、人間修養の機会とする」などということがどれ程

通用しているであろうか？ 漢詩の一節や古来の至言、名言等を書と共に心深く刻むという境地

は？ 書を良くする友人、書を見て歩くことを趣味としている御仁に愚問でも発してみるか？

天来先生のお蔭？で大変な横道、道草をさせていただいたわい。

（８）井手野屋旅館・延壽萬歳・マリリンモンロー

開業８５年、元は料亭だったと言う。部屋には押入

れがない。望月宿には芸者、５０人は居たと言う。

映画・「犬上家の一族」のロケがあったとかで古い写

真が飾ってある。小沢栄太郎、坂口良子、石坂浩子・・。

残念ながら何も思い浮かばない。

何故か１階の壁にマリリンモンローの生々しいポス

ターが何枚も張ってある。主人の趣味か？。

“やどの壁 マリリンモンロー all over”（恭） ＜井手野屋旅館・2011.6.9 朝＞
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夕食には、流石、ご当地、「馬刺しと鯉のアライ、日本酒の銘柄は忘れた」、３人に２部屋、廊下

を隔てて治郎、恭と四郎の部屋には「天来先生」の独特の額がかかっていた。

「延壽萬歳 壬戌喜日 天来象之」、実物であろう、年輪を感じさせる。

この地では随所に「近代書道の父」の書にお目にかかれる、贅沢！

（２）２０１１年６月９日 望月宿 茂田井（間）宿 芦田宿 長久保宿 和田宿

佐薙 高崎 石和田 ＜鈴木 松尾 合流＞ 距離 19Ｋｍ時間 7Ｈ40Ｍ（6.10）歩数 31.800

７：３０ 井手野屋旅館発 大伴神社（鳥居横に天来筆の表示）御桐谷 茂田井入口

８：２０ 間の宿・茂田井 竹重酒造・牧水歌碑 大沢酒造資料館 石割坂 浅間眺望

９：００ 芦田宿入口・休憩 芦田宿本陣跡 金丸土屋旅館（旅籠つちや）笠取峠・松並木

是より小諸領の碑 笠取峠碑（芦田側）笠取峠碑（長久保側）中山道原道を下る

１１：００ 松尾神社鳥居 神社参拝

１１：２０ 長久保宿 本陣石合家 釜鳴屋 善光寺道分岐三叉路 濱田屋旅館 竹重家

１２：１０～ 昼食・鹿肉入うどん（レストラン・中山道）＜鈴木、松尾、上田着・昼食中＞

１３：００ レストラン発 大和橋 依田川・落合橋 三千僧接待碑 蚯蚓神社 若宮八幡

和田宿入口・是より和田宿の碑 河内屋（歴史の道資料館）本陣 脇本陣

１５：１０ 和田宿・本亭旅館（元庄屋）着

１６：００ 鈴木 松尾着

（１）「間・あい・の宿」に「造り酒屋」２軒健在 比田井から茂田井へ

望月宿から芦田宿までは僅かに１里８町（４．８Ｋｍ），その間に「間の宿・茂田井」が設ある。

江戸時代の街道風景を色濃く残している「茂田井宿」は、実は「間の宿」で幕府が認めた正式の

宿ではないらしい。この地の名主や豪農がいわば兼業で宿場の機能を果たした。

従って本陣も脇本陣も旅籠もない。芦田や望月の宿が溢れるような時にはその補助的な役割を果

たし、望月の宿が鹿曲川の大洪水で壊滅的な被害を被った時などは「望月宿」に合宿を申し出た

りしたがこれは幕府に認められなかったという。

２間ほどの道の片側を清冽な水が流れ、両側にいかにも古風な黒板・白壁の家々が３～４００米

ばかり続いている。

時間が止まったような風景である。

だが、「酒をこよなく愛する？」我等

が惹かれたのは 現役？の造り酒屋

が２軒頑張っていることだった。

武重酒造と大沢酒造。この大沢酒造

＜牧水の歌碑・ を覗くと資料館があり、“試飲をどう

武重酒造本家玄関（重文）＞ ぞ“ と。午前９時である。 ＜大沢酒造・右側奥に資料館＞
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“茂田井宿 試飲するには too early”(恭)

大沢酒造は１６８８年の創業、代々名主を勤めた家柄、銘柄は「明鏡止水」、善光寺の貫主の宿

をつとめた縁で命名されたとか。

大沢酒造のやや上手の向い側、武重酒造本家の玄関脇に「若山牧水の歌碑」があった。

「歌を残さなかったら、ただの大酒飲み」と言われかねない宮崎生まれの「歌人・牧水」、何故

かこの地を好み、武重酒造の「御圓竹」に惚れ込んだらしい。

“よき酒と ひとのいふなる 御園竹 われもけふ飲みつ よしと思えり”（護摩すりありか？）

“しらたまの 歯にしみとほる 秋の夜の 酒は静かに 飲むべかりけり”

“ひとの世に たのしみ多し 然れども 酒なしにして なにの楽しみ”

ああ、古今東西、酒は人生のよき伴侶！

ついでに、我が粋人の１句 “牧水の うたはどれもが 酒がらみ”（恭）

（２）東京高師付属中学校様、土屋旅館の回想

芦田宿の入り口は十字路で白樺湖・茅野方面という標識が出ており、宿に入るとすぐ木工所のよ

うな所に「無料休憩所」があって、一服。何だか、佐薙が急に感慨深げな顔をしだした。

６０余年前の記憶を手繰り寄せている。紅顔可憐な１６歳？の佐薙は戦後間もない昭和２３年の

夏に、この地を訪れている。

事の次第はこうだ。

旧芦田村（現立科町）は第２の軽井沢を目指し、名門・東京高師付属に白羽の矢をたて、蓼科山

麓白樺湖附近の土地を同校に寄付し、同校は誘致に応え 白樺湖々畔に「桐陰寮」を建てた。

佐薙は信越線の田中駅で下車し当地で１泊、翌日、「桐陰寮」まで更に５里ばかりを歩いた。

そのとき泊まった旅館が「土屋旅館」。よく覚えている。芦田宿の通りを行くと、左側にな

んと佐薙の泊まった「土屋旅館」（旅籠つちや）があるではないか！

躊躇することなく、磨り減った敷居の戸を開けて声をかける。

ややあって、小柄で上品な老婦人が奥の方から現れた。

佐薙がまず“私はかくかくしかじか・・”と口上。板の間にかしこまったこの老女将、“あ

あ、そうですか、わたしがこの家にお嫁に来たのは昭和２５年でした・・”。

８５歳だそうだが、顔つやもよくお元気そうだ。

６５年を隔てて、なお繋がるものがあるとは。佐薙がもう一度

この旅籠にやって来てくれることを願いたい。

＊「芦田宿」は慶長２年、１５９７年に岩間忠助、土屋左京衛

門によって「芦田宿立駅についての願い文」が出され、中山道

が統一的に整備されるに先立って設立された。

北佐久では一番先に出来た宿場という。

＜金丸・土屋旅館＞ 本陣は土屋左京衛門家が仰せつかり明治維新まで代々勤めてき

た。この「土屋旅館」も多分、この一族が経営してきた旅籠に相違あるまい。
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（３）笠取峠・松並木 学者村

芦田宿で懐旧の一時を過ごしたあと「笠取峠」にかかる。（＊笠取の名の由来は、急な登り

坂で暑さと疲れで笠をとってしまうとか、浅間の眺望よろしく笠を取るほど・・など、諸説

紛々）

宿を出るとなだらかな登りが続き、峠の頂上（標高 900米）までおよそ２Ｋｍにわたり、赤

松並木が続く。幕府が小諸藩に赤松の苗７３０本ほどを与えて植えられたもので、５街道に

現存する松並木としては「東海道・御油の松並木と並ぶもの」と地元では礼賛しているが、

ここの松は御油のそれに比べて大分若く、世代替わりが多いのかもしれない。

今でも、この木陰を歩くと、ひんやりと心地よく、ま

さに「グリーンカーテン」、往時の旅人にとって、夏には

日陰を作り、冬には風雪を凌ぐ、有難いものであった筈

だ。

峠の頂上近くには休憩所、水呑場、大きな道祖神などが

あり、４～５歳の子供をつれた婦人が綺麗な環境の下で

子供を伸び伸びと遊ばせていた。

＜笠取峠の松並木＞ 治郎が危うく「お子さんは？・・」と声をかけそうにな

った。実はお孫さんだった。治郎、「余りにもお若くお見受けしたので・・」なんて、調子

の良いセリフが咄嗟に出たものかどうか？

中年の婦人はこの後、「和田」まで１０Ｋｍあまり、車で路地・直産の野菜を買いに行くの

だそうだ。こうして祖父母に育てられるお子さんは素直に育つであろう。

（＊「和田まで車に乗せていってもらえませんか？」とは、何が何でも言えなかったな）

峠をやや下った所で休憩、大きな「学者村」の石柱があった。深閑として建物など見えない。

此処にも「学者村」か！「小きじ」を打たんとやや奥まったところに入ると「学者村」の管

理事務所があり、どうやら無人の里ではないらしい。学者は金持ち？

「学者村」と言えば、白馬山麓の「山田亮三さん」のヒュッテを思い出す。

確か、後輩の遭難事故で救出に出かけたときだ。中島寛君もいた。古い話だ。

（４）危うく背を向けて取り過ぎるところだった。

Ｓ字をくり返す、国道

１４２号を縦に下り、

待望の鳥居が見えてき

た。酒の神様、松尾神

社、敬意を表せざるべ

からず。

ところが、なんと！こ

の鳥居を背にして ＜松尾神社の鳥居、前方の森の中に社あり 松尾神社の松尾・鈴木写＞

下りかけたのだ。 ＜神社は寂れていて、酒処、信濃の酒の神も威勢が悪かったな＞
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そこで佐薙がちょっと待て！と。鳥居の横から来た我らは鳥居を通って登らなければならな

かったのだ。神が佐薙に囁いたらしい。（＊お蔭で、東海道・吉田宿の手前・鶴松山壽泉禪

寺ほどの勘違いはしなくてすんだ。＊信州は酒のブランド数知れず（恭）だと言うのに）

鳥居と言うのは裏と表がある。われらは威儀を正して鳥居を潜り五十鈴川の橋を渡り、御神

域に入って、両手を合わせた。（案内資料では、「国道から下りて神社の境内を通る」とある

が我々は、下りる表示を見逃した。改めて四郎がそのルートをおさらいしたが、「横から入

るとは失礼。我らは正式に鳥居を潜り、橋を渡ってお参りした」のだと勝手な言い草）

（５）長久保宿、長窪城、旧本陣石合家表門 梲 （うだつ）

笠取峠からはまだ下る。この斜面にそって、長久保宿（680米位か）はＬ字状に拡がる。

西に和田峠、東に笠取峠を控え、大門道と北国脇街道往還・善光寺道との分岐点でもあるた

め、本陣、脇本陣は各１だが、旅籠がなんと４３軒もあったと言う。（ただし、どれ程の「飯

盛り女」がいたかは解らない。東海道に比べて庶民、野次・喜多的な旅人は少なく、おとな

しい街道と云えるのかも）

今もその名残は色濃くある。 右側に旧本陣・石合家表門、１

６２４年（寛永年間）建築で中

山道では最古とあった。

また梲 （うだつ）のあがってい

る家も何軒か目だった。

裕福なのか、防火のねらいか

＜旧本陣・石合家表門＞ 単なる飾りか・・？解らない。

＜梲 ・うだつの上がった家＞ 長窪城（長久保城ともいう）は、この本陣の裏手、善光寺道

（152号）と中山道（142号）の間、依田川と五十鈴川に囲まれた一角にあったようだ。

１５４３年、武田晴信・信玄は長窪城・大井貞隆を攻略（匿った望月城も攻められ城主は自

害）、ここを拠点に北信濃へと進出し、やがて川中島で上杉謙信と信濃の覇を争うことにな

る。

（＊信濃に城跡は一体幾つあるか？？ 世の中にはいろんな学究の徒が居られるもので、ネ

ットで知れるかぎり、その場所も含めて４８５が表示されていた。大小の豪族、群雄割拠、

長い間の興亡の跡と言えようか。堀もなく石垣もなくせいぜい「土塁」の類も数えれば決し

て多いとは言えないのかも。宮川の故郷・麻績にも、宮川沿い・ひじり高原に「麻績城址」

がある。因みに、わが房総半島・安房、上総、下総には城址と言えるものが１０００はある

らしい。縄文時代の竪穴住居までカウントしたのでは？と思いたくなるほどだ・・）

（６）鹿の肉入りうどん

“昼ご飯いただける処はありませんか？” 昼食場所の探索は大抵、治郎がやってくれる。

“長久保宿のなかにはないねえ、国道１４２号を１Ｋｍほど和田宿の方へ行った道沿いに１
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軒だけあるかな・・”と中年のご婦人２人連れは教えてくれた。頑張らにゃ！

国道１４２号沿いに「レストラン・中山道」とあり、その看板に「鹿〇〇」とある。

大型トラックがビュンビュンと飛ばす国道に面して「人助け？」でもあろうか。

早速、「鹿の肉入りうどん」なるものを注文、汗を拭き拭きだったが、元気が出た。

“この辺りでは鹿が出ますか？”“ああ、出る出る、作物を荒らして大変だよ”

“じゃ、鹿を捕らえて料理に使うのは一石二鳥！”

“でも、当店で使っている肉は、猟師から直接買ったもんじゃないよ。保健所でちゃんと検

査してもらっている・・”。良いアイデア、なかなか美味しかったですよ、という当方のコ

メントに店主、折から「ユッケ、生肉の Ｏ１０４ 騒動」の最中だけに、保健所まで持ち

出して胸を張っていた。

（＊今日、東京発の鈴木、松尾組と連絡がとれた。彼等は丁度上田に着いたところで昼食中、

これからバスで長久保宿までやってくる。松尾神社のお参りを欠かさないように！なんて）

（７）大門川 依田川 蚯蚓神社？

武田信玄が信濃に攻め入る時にしばしば越えた茅野と

の境の大門峠、此処から流れ下る大門川が依田川と合流

する辺りから、中山道は愈々和田峠に発する依田川沿い

に行く。（＊依田川の依田氏について見ると「信濃国」

の鎌倉、室町、戦国、そして徳川時代の推移を垣間見る

ことになるが、とても手に負えそうもないので、またと

する。ただ、千曲川に合流する依田川は鮎つりの本場と

言うことくらいは付記しておくか） ＜両川合流の少し上流・青原での両君・元気溌剌＞

よく整備された小公園がり、入口に「水明の里」の碑があり、石碑が行儀良く並んでいる。

ここからの道、広くて良い道だが車が全く通らず、人影のない不思議な通りだ。

見れば依田川の反対側にバイパスらしきものがあり、其方からはゴ～ン、ゴ～ンと車の音が

聞こえて来る。

やがて、和田宿の下和田上組地区（ややこしい、細長い地域だから）に入る。

道端には風変わりなバス停、水呑場、馬頭観音、道祖神などの石仏など賑やかだ。なかでも、

大きな「三千僧接待碑」と「蚯蚓（みみず）神社」なる標識が目を引いた。

（＊三千僧接待碑とは江戸時代中期の頃、慈願寺の僧が諸国遍歴の僧侶、１千人への供養、

接待を発願し、達成したので、慈願寺の境内にこの碑を建てたが、慈悲の心を人に伝えるよ

うにと、一千に棒（―）を２本追加して「三千人僧」として、街道脇に移設したものという。

ちゃっかりしている）

（＊蚯蚓神社？昔、この地域で山にミミズが大発生し、疫病がはやった。それを鎮めるため

に建てられた神社でこの神社にお参りすると畑が大豊作になる、と崇められて来たようだ。）

百姓の生まれの四郎は子供の頃、「ミミズは土地を肥やす」と聞かされてきたが、「ミミズ神
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様」には始めてお目にかかったワイ。

（８）武田に滅ぼされた和田城々主、大井信定父子の墓、若宮八幡宮

和田宿まで、あと２Ｋｍばかり、中山道に面し、杉木立に囲まれて小さな社・若宮八幡宮、

その「神楽殿」で休憩。前を見ると、車もさっぱり通ら

ない道に地下道がある。

中山道はこの地下道を通って、反対の山側へでも行くの

かと思ったがそうでもなさそう。家もそれ程はない。

八幡宮の裏には「１５５５年、武田信玄に攻められ自害

した和田城主、大井信定父子の墓」とある。

＜若宮八幡宮・大井信定父子の墓＞長窪城主、大井貞隆といい、信定父子といい、「信濃」

を完全に支配せんとする「甲斐の入道」の餌食になったさまが痛感させられる。

その横に「羽田家先祖の墓」なるものがあった。

（＊この羽田家とは？あまり詮索する気もしないが、大門川・依田川合流点近くの「水明の

里」の碑は羽田雄一郎（羽田孜の長男）の筆、閑散としたバイパスの建設、誰も通りそうも

ない地下道、生徒の疎らな小・中学校、・・聞けばこのあたりが地盤だとか）

（９）トイレは水洗ではありませんよ、和田峠越えＢＣ，本亭旅館

中山道第一の難所に挑むベース・キャンプ、和田宿・本亭旅館（元庄屋）、これは、流石に

貫禄充分だ。

到着早々、主（あるじ）から佐薙へ以下の申し渡し。

・予め伝えたように私どもには水洗トイレはありません。

どうしてもとあれば旅館の前の公衆トイレを。

・階段が急で墜落した客もあり、２階で酒は呑めません。

「和田のやど ”水洗なしよ“と 念押され」（恭）

１時間遅れで、鈴木、松尾が元気に到着。 ＜本亭旅館・元庄屋＞

５人集合、明日、和田峠を越えれば宮川と合流す

る筈だ。この峠を越えられるように、佐薙が助走

距離？を色々と工夫してくれた。（岩村田～望月、

望月～和田とやや軽め）＊鈴木、松尾のように、

色々とやり繰りをしてでも「峠」を越えるところ

だけ参加するとは！流石、（根性だけ？）は山男

か。

＜本亭旅館１階の座敷での夕食＞ 元庄屋の建物とあって、造作？はさすがに、しっ

かりしている。
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広い座敷の長押、欄間の辺り一面に、定書き、

旅笠、提灯、毛槍などが、ずらりと架けてある。

そして襖には「宗匠頭巾」を被った芭蕉を中心

に俳人２～３０人の句と姿絵が描かれている。

聞けば、〇〇流△△師の作ではなく、当家の祖

父の叔父さん？とやらが描いたものだそうだ。

多少見当のつくものもあったが、まあ赤点？

蕉門十哲の名も、その句も知らず、草書、行書、

万葉仮名もちんぷんかんぷん、辱をのみ痛感

したる次第。 ＜宗匠頭巾の翁が芭蕉か、人の短をいう

事なかれ 己の長を説くことなかれ＞とある。

ひとえに、宮川宗匠の不在を嘆く。

幸い「水洗トイレ」無しでも何とか用を足し、階段から転げ落ちるものもなく一夜は過ぎた。

“和田のやど 案ずるほどで ないトイレ” （恭）

（３）２０１１年６月１０日（金） 和田宿～和田峠～下諏訪宿

佐薙 鈴木 高崎 松尾（宮川）石和田 距離 22Ｋｍ時間 9Ｈ10Ｍ（7.30）歩数 40.800

７：３０ 本亭旅館発 脇本陣 よろず屋 高札場跡 和田一里塚 扉峠口

８：１５ ドライブイン和田屋 一の橋 唐沢立場

９：０５ 大休止 山道始まる 永代人馬施行所・休み茶屋跡 接待茶屋跡 休止 避難

小屋 東餅屋一里塚 キャンプ場

１０：４０～１１：４０ ドライブイン 昼食 （やぶこき）ビーナスライン下トンネル

１２：３５ 和田古峠着 和田古峠地蔵尊 御嶽山蔵王大権現

１３：３０ 西餅屋立場と牛頭天王 西餅屋一里塚 １４２号と新和田トンネル有料道と合

流・大型車通行頻繁 １４２号を下る

１４：２５～４０ 水戸浪士の墓 樋橋立場茶屋本陣跡

１５：３５ 木落坂 落合橋 ＜下諏訪宿からの登って来た宮川と合流・１５：５０頃＞

諏訪大社・下社春宮参拝

１６：４０ 下諏訪宿・甲州道中との合流点到着

（１）いざ！和田峠越え、下諏訪宿まで ５里半・２２Km

峠越え（この単位は相当高い）だけの爲にやって来た鈴木と松尾が加わり、活気？が出た。

「和田のやど ”聴講生“の 友来る」（恭）

何が起こるか？頼れる友は現れるか？
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依田川に沿い緩やかな登りの１４２号を進

む。

緑盛んな木々には白い花が零れんばかりに

咲いている。

何故か梅雨時の花には「白」が多いらしい。

ヤマボーシ、オオテマリ、コテマリ、ミズ

キ、アカシヤ、シナノキ、ハリエンジュ・・。

（夏は紅、百日紅、夾竹桃、彼岸花・・）

＜この白い花は「ハリ槐」か？？＞ 佐薙、松尾、両植物学者のやり取りを真面目に

聞いていなかった為に自信がないが、それにしても「はり槐」が全山を征服したとは考えに

くい。

（２）「じ～いじ～い」の大合唱、

男女倉口で１４２号は旧道と新道に分かれる。

男女倉川に沿って新１４２号を登れば霧が峰、白樺高原

方面。我らは当然旧道、依田川に沿って登る。

此処から本格的な登りが始まる。

依田川の水勢はまだまだ盛んだ。

緑は愈々濃く、何ものが発するのか全く見当がつかない

が、“じ～いじ～い“と全山を覆う大合唱だ。

（＊この正体は後ほど判明する） ＜男女倉口・本格的な登りへ＞

（３）人馬施行所・休み茶屋

男女倉口から愈々古道に入り、ワンピッチほどで見事な休憩所に出た。

「人馬施行所」、綺麗な水呑み場があり車で来た人達が

大きなポリ缶に遠慮なく水を汲んでいた。

治郎が例によって「間もなく８０歳、峠を越えて下諏

訪まで」と言うと「ご苦労なことだ・・？」と呆れ顔？

でシャッターを押してくれた。

「人馬施行所」とは「江戸呉服町の豪商、中村与兵衛が

この峠の厳しさを体験し、これを凌ぐため、幕府に千両

を寄付し、その利子の半分５０両で１８２８年に設置さ

＜永代人馬施行所・休み茶屋＞ れ、１１月から３月まで峠を越える旅人に粥と焚き火を、

牛馬には年中小桶一杯の煮麦を施行した」と説明書きにあった。

（今、越えようとする我らは適用外か？ おいしい水を３５０ｍｌばかり頂いた）
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（４）クリンソウ

この「写真」と「句」は松尾の傑作。

“二尺ほど 霧を払いぬ クリンソウ”（寛）

６月、梅雨時の花だが、色は濃い。目立ちたいのかなあ・・。

どれほどの命か知らないが、力強く顔を赤らめて、我らを迎えて

くれているようだ。

先頭をすいすいと行く治郎と克ちゃん、これを見たかね？

調子がいいからと「五体不満足」を置き去りにすると、こう云う

いい光景を見逃すよ。

探究心旺盛な佐薙と松尾が相変わらず質疑をくり返している。

この花の名・「クリンソウ」は疑義なく確認されたようだが。 ＜クリンソウ・松尾撮影＞

（５）流石は中山道最大の難所

この峠の北側は千曲川を経て信濃川へ、水は日本海に注ぎ、峠の南側は諏訪湖を経て天竜

川、太平洋に注ぐと思うと駆け下る沢の水に何だか大きな運命？を感ずる。

雨が地に届く場所、１尺の違いで、 同じ木から落ちる雫、

隣同士の枝からでも、目指す海は全く違うのだ。

我々はまだ、日本海側に注ぐ水とともにいる。

和田宿と下諏訪宿間、５里半、冬には深い雪が蓋うとあっ

て、途中、何箇所か旅人の為に避難箇所や茶屋が設けられ

た。和田宿側には「東餅屋」、接待茶屋・人馬施行所、下諏

訪側には「西餅屋」などがそれぞれ置かれた。

＜松尾の足下の水は日本海へ＞ この橋の少し手前には避難小屋も残っていた。

沢を下る水音と何ものかが発するじ～いじ～いという音とが、合奏している。

“岩をはむ 水滔々と 駆け下る 目指す峠は なお遥かなり“（石）（草臥れてきたか？）

（５）ミミズは鳴かんぞな、モシ。

昨日、「蚯蚓神社」を拝んだせいでもあるまいが、

「これは蚯蚓ではないか？」と治郎が呟く。

奇抜、自由な発想、大いによし、とするか。そ

れとも、種子島の蚯蚓は鳴くのかなあ？・・

日本には１５０種の蚯蚓がいるという。世界に

は７０００種、だから、鳴く蚯蚓がいるかも知

れない。或いは、鯨やイルカのように我々には

聞き取れない周波数の音を出しているのかも？

それを、我が治郎殿は聞きとれる。 ＜石畳の道、峠の茶屋はもう少しだ＞
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でも、我らにも聞こえるから、治郎だけの超聴力と言うわけでもないか。（＊佐薙と松尾が

蛾眉鳥は２１種の鳥とセミの鳴き声を真似ると、情報交換していたが、この鳥でもあるまい）

日本では「目不見・めみず」が語源らしく、英語では地の虫・earthworm である。「蚯蚓の

いる土地は肥えている」というのは世界共通らしい。（＊よくも、こういうことを調べる人

がいるものだ。雌雄同体、幾つかの環節があれば増えるらしいが何だか気持ちが悪い。釣り

餌まででご勘弁を。７０００種ものミミズは１つの種から分化したものか、五大陸の各地で

夫々、無関係に生まれたものか？ミミズが海を渡って移動したなんて話はあるのか？）

日本でも「蚯蚓」は鳴くと信じ声を美しくする妙薬として、泥を吐かせたミミズを酒をもっ

て生きたままのむこともあったとか・・。本当かいな！？

＊治郎をダシに申し訳ないが、治郎は民俗学の巨人・柳田国男に比肩出来るかもしれない。

話は横道にそれるが、柳田は１９２７年（昭和２年）徳富蘆花の住んでいた世田谷の粕谷村

の隣・北多摩郡砧村に移り住んできて、間もなく『蘆花君の「みみずのたはこと」』なる一

文を草し、蘆花と村人達の交流を回想して、「蘆花さんが村人達と共々に憂い又笑った武蔵

野の人生も大半はもう昔になった。・・村人達は秋はみみずの神秘な歌を聞くたびに、永く

この大切なただ一つの実録を、思い出さずにはおられぬであろう」と書き、ミミズが鳴くと

信じていた節があるというのだ。

（＊蘆花は１９０７年に世田谷の粕谷村に来て１９２７年に歿するまで、此処で過ごした。

粕谷村入りしてから蘆花は八幡神社の拝殿で行われていた粕谷村２６戸の寄り合いに顔

を出し、隅の方で静かに聴いていたことや武蔵野を散策して得た思いなどを「みみずのた

はこと」というタイトルを付して出版した。

蘆花が自らの著作を「みみずのたはこと」と名づけたのは、「みみずは鳴く」と信じてい

たからか、また自分の見聞、著述したものが、まあ「たわけたことば・戯言・戯れ言葉」

という意味で「みみずのたはこと」とつけたのかは、小生には解らない。）

しかし、みみずは鳴かない。鳴くのは「螻・けら」の雄で「みみず」を食うために土中を

追いかけ、夜間地中で低くじ～と鳴くのだそうだ。

これからすると我らが耳にしているのは、昼間であり音色も綺麗だ。

蟬答えは「 ・せみ」である。峠の主の説明では、セミ / ハルセミということだ。

それを松尾が実証(写)してくれた。昆虫学者が居ないの

でその種類の特定は即時には無理。

セミもミミズ程ではないが種類が多い。日本では約６０

種、世界では１４００種～２０００種もいるという。

またまた、「世の中には・・」という思いだ。

山里育ちの小生等はせいぜい鳴き声で「みんみん」「か

＜松尾の掌のハルセミ＞ なかな」「じいじい」「ほ～しんちょこ」くらいで正式の
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名前など知るべくもないが、これは「ハルセミ」であろうということになった。松尾は体長

は５Ｃｍとしている。

それにしても、膨大な数が発生するものだ。他にも同じ体験をした記述があるから多分毎年

発生するのであろう。

外国では１７年セミ、１３年セミなどと時折、大発生の話を聞くが、日本では古来、もっと

優雅に「短く儚い命の象徴」のように扱われている。兼好法師は「・・蜻蛉（かげろう）の

夕を待たず、夏の蝉の春秋を知らぬ・」と書いている。蜻蛉はトンボの古名でもある。

（６）“やぶこき”懐かし

たった１軒のレストランに到着、今日、此処がオープンしているかどうかは、「便所は水洗

ではありませんよ」の主に佐薙が確かめてくれていた。

力餅の味を碓氷峠のと比べる佐薙、和田峠名産の黒曜石

をあれこれと吟味する松尾、じ～いじ～いが気になって

仕方ない小生、地図や案内版で峠の頂上までを見込む足

取り軽い治郎や克夫、夫々に中山道最大の難所も、もう

すぐだという気軽さがあった。

（＊黒曜石の産地は日本では約７０ケ所知られている

が良質な産地は限られ北海道白滝村、伊豆天城、熱海・箱根 ＜熊笹をわけて本道探し＞

伊豆諸島・神津島、島根県隠岐島、大分姫島、佐賀県伊万里、長崎県佐世保、そして

長野県霧が峰周辺や和田峠ということだ。

黒曜石はガラスと似た性質で割ると鋭い破断面が出来、先史時代から世界各地でナイフや鏃

（やじり）、槍の穂先などの石器として長く使用された。

日本では３万５千年前の後期旧石器時代のものが最古といわれ、しかも、特定の産地のもの

がある範囲に拡がっているということだ。

古代人の生き方、生活を想像するに、ただただ驚きと感心以外にない）

約１時間の食事と休憩、峠の頂上に早く、という気持ちも手伝ってか、旧１４２号をひたす

ら進むと「歩行者は危ない」と注意書にあったトンネル

近くまで来てしまった。

どうやら旧街道への入口を見逃したらしい。「表示をも

っと大きく解りやすく」等とは言わず、バックバック、

これもまた人生？！

頃合いを見て熊笹をわけ、謂わば、横にトラバース、沢

を跨ぎ、難なく？本来の古道に辿り着いた。

流石、ベテラン！？だが、峠の手前に来ると、霧が峰～

＜峠は優しく広々としていた＞ 美ヶ原を結ぶヴィーナスラインという、自動車道が尾根
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をぬい、昔と今とがこんがらかってしまった。

遂に、五体不満足も含めて５人目出度く中山道最大の難所、和田峠にたつ。

“和田峠 べそかきなしは 想定外 （恭）

＊ 松尾が最愛のお方に「今ついたぞ～」と連絡を試みるが何故かだめ、四郎が「らくら

くホーン」でトライするとこれが何故か成功！ この違いは一体何か？

（７）下りは楽だ（春日井がいれば・・）木落坂の先で宮川来る

下諏訪宿側へ降りる道は、同じ長野県だが和田宿側ほど整備されていない。

雨水が古道を川のように下り、土砂を遠慮なく削りとっている様が痛々しいほどだ。

手入れをしなければ簡単に荒れてしまう。

江戸幕府がこの幹線道路に金も手間もかけたで

あろうことが想像できる。

古道は下る一方だ。登りにめっぽう強く下りに

は？の春日井がいたら、なんと、講釈を垂れた

であろうか。

快調な治郎との舌戦が聞きたかったな。

西餅屋茶屋跡の休憩時、松尾が撮影に成功した ＜西餅屋茶屋跡で休憩＞

可愛い（ハル）セミの写真を見せてくれた。これが「じ～いじ～い」の張本人かと思うと

とても憐れみを覚えた。

“木落坂 足取り軽く 友来る”（恭）

この和田峠では１８６４年、水戸浪士、武田耕雲

斉や藤田東湖の四男・小四郎などの水戸天狗党、

凡そ千人が朝廷の尊皇攘夷延期に反対して京に

登らんとし、この峠で、高島藩、松本藩連合軍と

交戦、ほぼ全滅、その浪士たちの墓があった。

そこ

で小

休止、お参りの ＜木落坂の御柱＞

あとは、ただ下る。

何時、昨年の今頃、佐薙、高崎、宮川、小生で

訪れた木落坂に来るかと、そればかり。

砥川の水勢が大分太くなってきた頃、見覚えのあ

る「神聖な場所」に到着。

禊をするほどでもなかったが、敬意を表する。

＜元気溌剌、足取り軽き宮川＞ なほ下る。すると間もなく下諏訪側から宮川が、
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やって来た。これで６名全員集合、元気が更に出た？

（８）聴講生は江戸に戻る

甲州道中・中山道合流地点到着。昨年は６月３日、今年は６月１０日。今回は鈴木、松尾が

加わり６名全員、諏訪大社・下社・春宮に参詣、下諏訪宿本陣・岩波家の見事な庭などを

見学して、江戸より５４里１４町７間（２１

３．６Ｋｍ）を無事踏破、万歳！

鈴木、松尾は夫々事情もあり、秋宮参詣の後

江戸に戻った。

言わば、「和田峠越えだけ」のために参加し

たことになる。流石、我らが山仲間、偉い！

“峠越え 済ませて帰る‘聴講生’”（恭）

＜中山道・甲州道中合流地点、佐薙撮影＞ ６人全員で御柱を拝んだ「オーション会」に

幸あれ。

下諏訪宿は、甲州道中との合流点、諏訪大社のお膝元、中山道６９宿のうちで唯一温泉があ

るところだが、本陣、脇本陣各１、旅籠４０軒で、それほど繁華でもなかったように思える。

東海道に比べて中山道の特徴（参勤交代などで通る大名の数、庶民の往来、交通量の違い）

が出ていると言えようか。

（８）寒さは外を行く人の足音で解る！気性は一番荒い、懐かしき“諸説紛々”

“８０才を越えるとガタガタッときますよ”。

丁度１年前は、２階の宴席で四方八方に飛ぶ話題に応えるため、階下から重たい「広辞苑」

を身軽に運んできた女将さん（我々はお母さんと呼んだが）の実感のこもった言葉である。

今年の宴席は厨房に近い１階、しかも、畳に座ることは出来ず、椅子で侍る。膝だ。

だが頭脳は相変わらず衰えを知らない！

信濃國の地域別特徴についての佐薙の質問に、

“諏訪は外を行く人の足音で寒さは解ると言います。信濃では諏訪が一番寒いそうです。だ

から、諏訪の人達の気性は荒いです。”（＊宮さん、聞いたことあるか？）

諏訪湖の凍結・神渡、あの命知らず、勇壮な御柱・木落坂の情景、などは、確かにお母さん

の仰ることと符合するのかも。

（＊ 話は少しはみ出すが、この「みなとや旅館」を愛し時々やって来た岡本太郎が、あの

勇壮な御柱祭りを「縄文人の祭り」と呼んで、木落坂の行事で、何んとしても「柱に乗りた

い」と言いだして、「みなとや旅館」の主人がこれを止めるのに大苦労をした、という話は

“さもありなん”と微苦笑に誘われる。）
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＊ 地域別の特徴もさることながら、「信濃人」の特徴は何だろうか？

上水内郡麻績村、越後に至る北国西街道の宿場を故郷とする畏友・宮さんを通じて、或い

は史実、書き物等を通じてどう？纏めることができるか。

・「義理堅く勤勉」という総評である。これは“うなずける”

信濃国は盆地の集合体である。

長野、上田、佐久、松本、諏訪、伊那、木曾の７盆地。この地域区分は７世紀の令制国発

足時の佐久、伊那、高井、埴科、小県、水内、筑摩、更級、諏訪、安曇の１０郡とほぼ同

じである。国府は筑摩（現松本）から小県(上田)へ移ったようだが、信濃國をとり囲み、地

域を分ける山や川という自然の構造は変わらない。

（＊出雲から「建御名方命」がやってきて「諏訪

神社」が建てられた「神代の時代」の話は兎も角、

弥生時代から古墳時代の「國造」の時代も、大型

古墳の発見などから「科野国造」の中心は更級、

埴科など、松本、長野市南部であったことが解っ

ているようだ。）

この「信濃国」、国の形が出来た飛鳥時代から、

奈良、平安、鎌倉、室町、戦国時代に入るまでの

＜諏訪大社・下社・春宮と松尾＞ 長きに亘って、実に群雄割拠、弱肉強食、離合

集散、栄枯盛衰を繰り返し、遂に全域を支配する強力な守護大名は現れなかった。

（＊平安時代初期、平将門と平貞盛の合戦、平家内紛の舞台となり、平安後期、信濃の兵

は木曾義仲の平家追討に呼応して活躍したが後に源頼朝との対立に巻きこまれて討たれた。

鎌倉末期には後醍醐天皇の朝廷側と北条側との抗争が信濃でも繰り広げられた。

続く南北朝時代には信濃の有力武将は南北に分かれて争い、更にこの２極対立とは別に守

護対在地豪族の争いなど中央と地方が絡み合った抗争が止まなかった。そして戦国時代へ）

かくて戦国時代末には、甲斐の武田晴信（信玄）が着々と信濃を切り取り、北信濃を支配す

るに及んで、越後の長尾景虎（謙信）と、言わば雌雄を決する一大戦場ともなってしまった。

武田が滅び徳川・江戸時代には、途中廃絶を含めて，松代藩など大小１９藩が置かれた。

（＊廃藩置県時には松本藩、上田、飯山、小諸、岩村田、龍岡（田野口）、高島、高遠、

飯田、須坂、松代の１１藩）

このような歴史、自然のもとで何が培われたか？

（＊甲斐国・武田の一国統治、土着の武士の地位を重んじつつ協力を得て、彼らを支配下に

組織し、堤を築き、治水に力を入れ、金山を開発して、國と領民を豊かにしていったのと比

べてみると解る。甲斐では「仲間うちの和が大切だ、武田家を信じてそれに従えば豊かにな

れる」という考えが確立された。今もそれは「上の者に従う気質や仲間うちのつながりを重
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んじる気質」として特徴的だそうだ。「信玄（公）の遺産である」

さて、先に挙げた信濃国人の「義理堅く勤勉」な特質は「冬は厳しく、耕地は少ない」とい

う厳しい自然環境から生まれたものではないか。人は賢い、逆境を力にして成長する。

果実や山菜を用いた保存食を工夫し、独自の手工業品をつくって、他の地域と交易して食料

や塩を買い入れた。このような生活の中で信濃国人の「向上心が高まり、教育熱心となり」、

明治以降、優れた教育者が輩出した。

下諏訪宿本陣・岩波家と岩波書店の創始者・岩波茂雄（1881～1946、諏訪郡中洲の農家生

まれ）との関係は解らないが、若かりし頃、どれ程「岩波文庫」のお世話になったことか！

「品行方正で正直で教育を尊ぶ。そのうえ頑固で義理堅く、辛抱強い努力家である」とくれ

ば信濃人は、今の世代が失ってしまった、古きよき時代の日本人の美徳をそのまま持ってい

ることになる。

宮さんよ、広い信濃の国の随所に「信濃味・人間改造塾」でも造ってほしいものだ。

（７）２０１１年６月１１日(土) 雨、後曇 下諏訪宿 塩尻宿 洗馬宿 本山宿・日出塩

佐薙 高崎 宮川 石和田 距離 23.0Ｋｍ 時間 7Ｈ35Ｍ（6Ｈ45Ｍ）歩数 37.800

８：００ みなとや旅館発 諏訪大社・下社春宮大鳥居 伊那道道標 道祖神目立つ

９：１０ 茶屋本陣・今井家 石船観音 鳴沢清水 （上り坂）

１０：２０ 塩尻峠 （諏訪湖、富士山、など、雨天・霧・眺望なし）親子地蔵 夜通道

１１：２０ 長野自動車道、柿沢集落 道祖神多し 塩尻宿 本陣跡 脇本陣跡 陣屋跡

１２：００～１２：３０ コンビニで昼食 塩尻橋 大門神社 昭和電工 平出一里塚

葡萄・レタス畑、農業試験場、城戸ワイナリー 中央線２回横断

肱懸けの松 善光寺道分去れ

１４：１５ 洗馬宿 本陣跡 脇本陣跡

１５：００ 本山宿の碑 本山そばの里 旧本陣跡 脇本陣跡 秋葉大権現 長泉院

１５：４０ 中央線・日出塩駅着 塩尻乗換え・“あずさ”にて帰宅

（１）（立場）茶屋本陣・今井家

塩尻峠には１里余り人家がなく、参勤交代も難渋したので

諏訪側の今井村と塩尻側の柿沢村とに御小休所（茶屋本陣）

が置かれた。（＊宿場ではない）

今に残るこの今井家の結構は大したものだ。峠を越える・越

えてきた大名や高官などは、此処で休息を取り、或いは

宿泊をした。 ＜茶屋本陣・今井家玄関＞
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また、この今井家の反対側に、旧中山道についての説明板があった。

「江戸初期の中山道は、下諏訪から三沢を経て小野峠、小野盆地に入り牛首峠を越えて桜沢

に抜ける小野街道を利用していたが、１５年ほどで塩尻峠を越える道に変更・・」とある。

これを辿ると牛首峠（1072 米）を越えて、贄川宿と本山宿・日出塩の丁度中間辺りの桜沢

に出ていたのだ。慶長年間、大久保長安によって整備されたこのルートは距離は最短だった

が難所続きであった為、長安の死後（1614）この経路が変更、塩尻峠越えになったようだ。

（２）雨・霧に包まれた古戦場、夜通道の標柱、寂びし

南北朝時代にはこの峠を挟んでしばしば合戦があった。

戦国時代の最も大きなものは武田晴信（信玄）と小笠原長時との戦い。

天文１２年（１５４３）信玄が小県の村上義清に敗れると

信濃の武将達はこの時とばかり小笠原長時を中心として５

０００の兵をもって下諏訪に攻め入った。当初優勢だった

長時だったが、見方の裏切りで１０００余人の死者を出し

大敗、信玄はこれによって信濃攻略の足がかりを固めるこ

とになったと言う。今も峠下には戦死者を弔った首塚や胴

塚と言われるものがある。（信玄の策略が遥かに上回ってい

＜霧雨にけぶる塩尻峠＞ た感がある）

“古戦場 塩尻峠 霧深く”（恭）

雨や霧が峠越えには相応しいのか？それとも誰か？

これを呼ぶ男が？・・

峠（１０５５米）からは諏訪湖も八ヶ岳も富士も見えなか

った。ただ松籟のみを耳にしながら緩やかな道を下る。

やや、あって、樹陰の一際濃い一角に「夜通道」の棒が立

っていた。「親しくなった男の下に夜々、この峠を越えて通＜夜通道・じっと見詰める恭＞

った娘あり・・」と。

“物悲し 梅雨に濡れをる 夜通道”（宮）

「美しい娘が夜毎通った道、何かせつない」との心を記す。「宗匠」も何だか？

（３） 柿沢集落、家の屋根に妙な棟飾り、「雀踊り？」

これは一体何か？

“富める村 初めて見ます 雀踊り”（恭）

塩尻峠は諏訪側は急勾配、塩尻側は緩やか。

なだらかな下り坂を下り、長野自動車道を越えると真っ直

ぐな道の両側に如何にも豊かな集落が広がる。

田畑がどれ程あるかは大きな家や木々に隠れて見えないが ＜本棟造り・重文の堀内家＞

所々、棟に王冠か鳥が羽を広げたようなものが乗っている大きな家がある。



51

地元・宮さんが、あの棟飾りは「雀踊り」、歌舞伎にもあるそうだが・・と予習の成果を披

露してくれた。確かに形はそう呼んでもよさそうだが、一体、どういう意味があるのか？

興味が湧いて来た。（部落のはずれで出会った世話役のような年配の人に尋ねたが“この頃

は少なくなったねえ・・”という話だけしか聞けなかった）

帰宅して、我が家の「歌舞伎検定２級」に歌舞伎の「雀踊り」とは何だ？と聞いた。

“それは、編み笠を被り、雀のような模様の着物を着た奴（やっこ）の姿で踊る奴踊り”だ

という説明。「雀踊り」は江戸時代に祭礼のねりものとして始まり、（踊りとしての「雀踊り」

は今も仙台始め各地にある）後に歌舞伎に取り入れられたようだ。

「雀百まで踊り忘れず」というが「何時までも繁栄するように」との願いでもあるのか？

しかし、「雀百までは・・」は「雀は死ぬまでぴょンぴょンと飛び跳ねる癖が抜けない、幼

い時代に身につけたことは年を取っても直らない」ということからすると、どうもしっくり

来ない。

＜調べる！＞

・ 長野県の松本、塩尻地域などの古民家の独特な建築様式に「本棟造」がある。

「本棟造」の頂点には大体「雀踊り」という特徴的な大きな棟飾りがある。

・これはもともと米などを収穫した際、穀物を食い荒らす雀などを脅かすための天敵である

鷹（たか）など、猛禽が羽を広げて飛んでいるところをかたどった、所謂「案山子」だっ

たものが、何時の間にか意匠化され、その大きさが富みの象徴になったと言われている。

「雀踊り」ではなく「雀おどし」が次第に変化していったと言われれば解る気がする。

（＊堀内家の住宅は昭和４８年に国の重要文化財に指定された「本棟造」の建物、木造平屋

建で民家としては大型の住居であり、この系列の頂点を示すものとして名高く、更に長板

葺きの緩やかな勾配の妻入り屋根に棟飾りの「雀踊り」がつく特徴的な建物である。

・「本棟造」とは切妻造、妻入り、長大な破風で大梁、緩い勾配の板屋根の平面はほぼ正方

形の住宅を言う。

・塩尻で本棟造住宅として最も古いのは古澤勝男住宅

で１７世紀後期のもの、嶋崎家（重文）は元禄１３年

着工、享保年間に完成し、どちらにも「雀踊り」はな

い。

・「雀踊り」のついているものは前掲の堀内家住宅、

塩尻短歌館（旧柳沢住宅）、岩垂隆家住宅、旧塩尻茶

屋本陣（上桑家住宅）、赤羽宣治家住宅など。

・「本棟造」の建物は上農（上層農家）の建物として

＜「雀踊り」の棟飾り・宮川撮影＞ １７世紀には成立していたが、この建物は大型のため

多額の費用と建築期間も２～３年かかり、下層農家、小作人などの手の届くものではなく、

豪農、上農という地位、資力ある者のみで数は多くはなかった。
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・ 棟飾りの「雀おどし」が象徴的だが、棟飾りのある建物を建てたいという憧れ、願望を

表していて、今でも「本棟造」を建てたいという人は多い。

・ 一般農民はこの意匠を凝らした家をどう見たか？江戸末期の木曾騒動などで打ちこわし

の対象となった支配層の建物の多くは、この「本棟造」だったと言う。）

（４） 塩尻の名の由来？塩 塩 塩・・

中山道歩き、我らは信濃国へ入ってから、塩名田宿、塩尻宿、そして今、日出塩（本山宿）

を目指している。「塩」のつく地名、人名が多いようだ。

一橋３１年会の同期には、塩野崎（Ｐ）、大塩（Ｒ），塩沢

（Ｓ）の３人、うち、塩野崎、塩沢は長野県の出身だ。

塩・Ｎａ（ナトリウム）が人間、生物にとって不可欠である

ことは、恐らく遥か、遥かの昔、我らの生命が海で育まれ、

やがて陸へ上がってきたことと関係があろう。

アフリカで象の群れが、塩分の混ざった「土」を求めて遥か

な遠方からやってくる姿は良く知られている。 ＜是より西 中山道 塩尻宿 宮川撮影＞

地球上には地下から塩が噴出しているところ、地下水が干上がって塩の海、山や岩になって

いるところは無数にある。新約聖書・マタイ伝の「地の塩」だってそうだろう。

インダス河畔、モヘンジョダロのように地下から吹き上がってきた塩分によって滅びたとい

う文明もある。

人類は誕生以来、塩と切っても切れない関係にあることは今更言うまでもないが、「信濃国」

には「塩」のつく地名が如何にも多いように思える。

内陸の國、「信濃」に何故だろうか？ 塩への渇望・願望だろうか？

「謙信が信玄へ送った塩の話」のせいではあるまい。

手元にある地図（昭文社、１９７２年刊、２０万分の１）をもとに、暇に任せて拾い上げて

みると、塩尻、塩見岳（何年か前、石井、山崎大先輩や佐薙などと登る計画があったが）始

め、なんと３５ヶ所に及んだ。同じ内陸の甲斐などに比べ格段に多い。

（＊北から拾うと、( )内は数 赤塩、塩島、塩野、塩生、塩川、塩沢、塩崎、大塩、上塩尻、

下塩尻、潮平、塩川（2）塩野（2）大塩（2）塩沢（2）東塩田、中塩田、西塩田、塩尻、塩名田、

塩倉、塩尻（2）日出塩、塩沢（3）南大塩、塩之目、塩供、上塩田、下塩田、塩平、大塩（3）

塩原、鹿塩、塩倉（2）塩見岳などなど）

＊ついでに「塩尻」の名の由来について、少し触れる。

（何時から塩尻と呼ばれたかが解らないのだが）「塩」の「流通説」と「地質説」とがある。

・「塩の流通説」では「塩の移入路の終点。塩尻には糸魚川から送られてくる日本海産の塩

（北塩）の供給路の終点として、松本藩の塩留番所があり、これ以上南へは供給されなかっ

た。或いは北からの塩も南（三河・尾張）からの塩も此処が最終地点と言う説。

・ 「地質・地形説」では、シオの字のつく所は一般に粘土質や赤土ローム層の所が多く、
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乾くと表面に白い粉状のものがつき、これをシオコビなどとも言う。

塩尻とは、シオと呼ぶローム層に覆われた桔梗が原台地の終末点なので、塩尻と名付け

られた。

また、青粘土などの粘土質の底土をシオといい、周辺の粘土質は窪地へ流入して堆積し、

青粘土ができる。シオとは窪地をさし、窪地の端なので塩尻という、とも。

まあ、定説はないと言うから、「塩」にあまり深入りして「血圧」が上がっても・・。

（５）縄文人の古里？ブドウ畑が広がる

塩尻宿は中山道と三州街道、松本道などへの分岐点で交通の要所、本陣１、脇本陣１、旅籠

は最盛期には７０軒以上あり、松本藩の玄関口として栄えたとされる。慶長１０年（１７２

６）以降は天領で塩尻陣屋が置かれていた。しかし、明治１６年（１８８４）の大火で殆ど

が消失、僅かに、重文・堀内家住宅や「旅籠いてふ屋」・現小野家住宅などが残った。今日

では「○○跡碑」や双体道祖神などの石像ばかりで、あまり宿場の面影はない。

宿場を過ぎると昭和電工・塩尻事業所の塀が延々と続く。

治郎が「工場は休止中ではないか、駐車場もがらがら・・」と心配する。？？

（＊同僚のよしみ、調べた。諏訪電気工業として明治４４

年スタート、昭和１４年に昭和電工となり、現在、従業員

２００人、売上１００億、世界有数のセラミック工場と出

た。

ご安心あれ。煙も臭いも音も出さず、人手は少ないのが今

の工場、此処の自治体にとっても撤退されたら大変であろ

うよ）

＜平出一里塚の松・一対で残る＞ 長い塀を過ぎると街道の左側に「平出一里塚」、何代目

か知らないが、なかなか勢いのある松が１本。「凛として」立つ、何だか元気付けられる。

“夏菊や 老松凛と 一里塚” (宮)

此処には「縄文時代から竪穴住宅に人が住んでいた大集落跡があり、その様子が再現された

公園がある」と聞くが通過した。

暫くは平地にブドウ畑とレタス畑がつづく。

ワイナリーもあるとかで、アルコール通の御仁達も新発見というところか。目出度し。

（６）中山道・善光寺道（麻績に行きたや）洗馬の分去れ

中央線・諏訪方面から松本方面へ行く線路を越え、暫くして、今度は名古屋方面へ行く線路

を跨ぐ。このあたりで、我々の目指す方角はぐっと変わる。

方向感覚が少し狂った感じだ。

トラックが疾走する広い国道・１９号の表示も「名古屋方面」とある。
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空は明るくなっている。名古屋方面行きのＪＲ中央線を見ながら緩やかな登りを行くと、

洗馬宿の手前、善光寺街道との分かれ道・分去れに至る。

宮さんが如何にも感慨深げだ。

この説明板には：

「中山道は右に折れて肱松の坂を上り桔梗が原を経て塩尻

宿へと向かう。江戸へ３０宿５９余里。

左は北国街道の始まりで、松本を経て、麻績から善光寺へ向

かう。善光寺街道とも呼ばれる。善光寺へ１７宿１９余里。

此処にある常夜燈は安政４年（１８５７）の建立で ＜善光寺道との分岐点・分去れ＞

洗馬宿を行き交う参詣の旅人は、この灯りを見て、善光寺へ、伊勢へ、御嶽へ、そして京、

江戸へと分れて行った」とある。（＊「肱松の坂」とは、少し手前に、細川幽斉が肱をかけ

て歌を詠んだと云う細い松があった）

“分去や 麻績の植田に 想ひ馳せ”（宮） （善光寺道の分去にて子供の頃を思い出し）

洗馬宿は１６１４年、中山道の経路変更で塩尻、本山と共に設けられ、善光寺参りが盛んに

なった江戸中期以降は大変賑わったようだが、「洗馬」の地名は「木曾義仲の家来が主の馬

の足を洗ったところ」から来ているそうだが、その場所が「あふたの清水」と言い、２ケ所

あって、「太田」とも「邂逅」とも書いているようだ。

洗馬宿には本陣１、脇本陣１、旅籠２９軒、他に街道を通過する傳馬に荷物の重量を検査す

る「貫目改所」（中山道では板橋、追分）があったが、度々の火災に会い、今は往時を示す

標柱が立っているだけ、奈良井川が南西から北東・松本方面へ流れているのみである。

（７） 木曽路の入口・本山宿、「そば切り」発祥の地とか

中山道は律令時代の東山道（あずまやまみち・とも言うらしが）をもとに出来た。

今、いよいよ「木曾谷」に入ってくると、東山道との違い

が浮かぶ。（黒坂周平著「東山道の実証的研究」によれば）

東山道は「岐阜―飯田―諏訪―松本―青木―上田・・」

中山道は「岐阜―木曾―諏訪―和田―長和―立科・・」

となっている。

何故か？

徳川初期の大名統治の策略が隠されているように思える。

＜本山宿・入口＞ 即ち、「大名の参勤交代は緊急性や高速性は要しない。

成るべく、時間も手間も、従って費用も余計かかる方が良い。あまりの難所は避ける」とい

うものではなかったか。

＊さて、古の「東山道・あずまやまみち」はどこ（律令制により置かれた駅路を辿る）

を通って、信濃、上野、下野、そして陸奥國まで通じていたか？
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・ 近江國勢多を起点に、美濃・坂本から「信濃坂・濃信国境の神坂峠」を越えて今の下伊

那郡阿智村駒場へ入り、天竜川に沿って遡り、宮田、箕輪から善知鳥峠（うとうとうげ）

から松本平（筑摩郡）に入り、錦織駅（上水内郡四賀村）で東に向き、保福寺峠を越え、

小県郡の浦野、亘理駅を経て千曲川を渡り、佐久郡の清水、長倉駅・軽井沢近く・を経

て、碓氷坂から上野國・坂本へ下った。

・ また、錦織（にしごり）駅から分かれて北へ向かい、更級郡・麻績駅（最初の宿駅）を

経て亘理（犀川を渡る重要な駅だが特定できていない）で犀川を渡り、多古・沼辺駅を

経て、越後に至る子路があった。

ここで、興味を引くのは、「この子路については、信濃坂・神坂峠が難所であったので和

銅６年（７１３）に駅路ではない直路の吉蘇路（きそじ）を通じさせて、覚志駅・かが

し・（松本市芳川村井町・平安時代、国府が置かれていた）で伊那から上がってきた本来

の道・東山道と結んでいることだ。

＊ ここに、中山道が木曽路を通る下地がありそうだ。

・ もう一つ、この駅路東山道の原初の道は、大和國から伊勢、尾張、美濃の各国を経て、

信濃坂を越え、天竜川沿いに北上し、宮田駅を過ぎてから北東へ向かい、杖突峠を越え

て諏訪郡へ出、更に東北進して雨境峠を越えて佐久郡にくだり、佐久平を北東に進んで

碓氷坂に至ったと推定される。筑摩郡・松本を経由する道は大宝２年（７０２）に開通。

東山道の最大の難所は、南の信濃坂峠、北の碓氷坂、及び中間にある現保福寺峠であっ

たが、東海道には幾つかの大河が存在していることもあって、大和朝廷に於ける陸奥・

出羽の開発に当たって次第に重要路線となり、奈良時代の中頃まではその主要道路とさ

れた。

＊ 古道の話は尽きないが時間が尽きてしまいそうだ。

本山宿は街道の両側に昔を偲ばせる建物が並び、小ぢんまりと落ち着いている。

宿の端に「そば切り発祥の地」とあった。こう言うものは先に言い出した方が勝ちかな？

今回の終点、「日出塩駅」に到着。

雨は上がった。秋からのスタート点、い

よいよ、木曽路、一層楽しみだ。

“日出塩駅 打ち上げ酒の 店もなし”

“日出塩は 梅雨晴となり 旅終わる”

“日出塩は木曽路の木戸かのどかなる“

＊ 作者の名前は入れない。（１名答案

未提出）

＜日出塩駅・無人駅・乗客は我等の他に婦人４人のみ＞
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（あとがき）

・３月２日、高崎まで行き、Ｙ中の墓参りを済ませて一区切り、次のステップに移る前の

３月１１日に未曾有の大震災が発生、「この国難の時に当たり、我らの街道歩きは急ぐこ

とはない」との佐薙リーダーの提案に全員無条件で延期に賛成。心を痛めつつ事態の推移

を見守る。

・４月中旬、「そろそろ再開に備えよう」との提案があり、５月３１日に再スタートとなる。

高崎宿・群馬八幡から、２泊３日、３泊４日で木曽路の入口、本山宿・日出塩まで

１９宿、３３里余（１３２Ｋｍ）を歩いた。（＊日本橋からの累計、約６０里・２４３Ｋ

ｍ，所要時間・グロス８６時間、（ネット７１時間）、歩数４０４、１００である）

・ この過程を辿れば：

津波跡 棲みか探すか 初燕（宮） （地震、津波の爪あと生々しく、）

霧のやま 枯木か熊か 幻か（克） （碓氷峠のハプニング）

千曲川 源流はるか 甲武信岳（恭）（千曲川を渡り、１週間前に登った残雪の山に感慨）

２尺ほど 霧をはらいし クリンソウ（寛） （和田峠の登りで）

トップ行く 我に緑の 風やさし（治・代）（常にトップ、碓氷峠では肝を冷やした？）

中山道 歩み来たりて なほなかば （四） （終点、日出塩駅でしみじみ）

・酷暑の夏をやり過ごし、秋は、いよいよ木曽路へ、の予定は、リーダー佐薙が、奥方の大

腿骨手術後の介護、リハビリに重要な役割を果たすべく、年内はウオークの時間は取れな

いとの事情もあり、延期。急ぐことはない。

残された凡そ半分は来年以降の楽しみとなる。

・ 各人、傘寿を前に何かを！と夫々に心中期するものがあり、備えを進めている向きもあ

るが、希望的に宣言しているものもある。

佐薙のホノルル・マラソン、治郎の富士登山、或いは自身、家族の体調管理、回復、増進

を期するものもある。

まだまだ先は長い！とは言わないが、心身を強化して、これからに備えるは大いによろし。

・ 今回のウオークには、またまた新しい発見や出会いがあった。

４つの峠越え、碓氷峠の熊、望月宿の現代書道の父・比田井天来、和田峠のミミズ？の鳴き

声、塩尻の雀踊り・・、そして、宮川宗匠を仰ぎ見つつの句作。（これらは別途松尾が纏め

てくれている）

道中で出会った、花や木、鳥の種類と鳴き声などの詮索は、佐薙、松尾、宮川に任せた。

最弱者にベースを置いたスケジュールのお蔭で、決定的な落ちこぼれにならずに、何とか歩

き通せた。何しろ、年を取るにつれて益々元気になり、少しも頼りにならない稀有な御仁も

出現するのだから、付いて行くのに骨が折れる。

奥方やご家族のサポート、支援あればこそのウオーク、皆々様に感謝申し上げる。

２０１１年９月３０日 [完]
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附・中山道ウオークの記録（日本橋～本山宿・日出塩）
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附・中山道写真―７（群馬八幡～横川・東京屋旅館・松尾撮影）
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附・中山道写真―８（横川～碓氷峠登り・弘法の井戸・松尾撮影）
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附 中山道写真―９（碓氷峠関所跡～頂上・熊野神社・松尾撮影）
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附 中山道写真―１０（碓氷峠～軽井沢～岩村田・松尾撮影）
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附 中山道写真―１１（岩村田～和田宿・松尾・佐薙 撮影）
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附 中山道写真―１２（和田宿～和田峠登り・松尾撮影）
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附 中山道写真―１３(和田峠・峰の茶屋～峠頂上・松尾撮影)
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附 中山道写真―１４（峠頂上～下諏訪宿・松尾撮影）
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附 中山道写真―１５（下諏訪宿～本山宿・日出塩・佐薙、宮川撮影）
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附 中山道写真―１６（植物編・松尾撮影）


