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挑戦！中山道・六十九次―その 3

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

（本山宿・日出塩 2012.4.13~美濃大田 2012.4.26）

佐薙恭、鈴木克夫、高崎治郎、松尾寛二、宮川次夫、蛭川隆夫、蛭川紀巳子、石和田四郎
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＜まえがき＞

２０１０年の後半から始めた「中山道ウオーク」、３年目に入った。この間には２０１１年３月１１日の未

曾有の大震災があり、また、我らも今や八十路にかかった。

感慨を禁じえない。

２０１１年後半はメンバーの都合が揃わず、それぞれに過ごしたが、その期間は今日への準備の時間であ

ったとも言えよう。

＊リーダーの佐薙は奥様の大腿部手術に介護夫の務めを完璧に果たしたし、１２月のホノルルマラソン

を完走、今年も挑戦すると、本格的なトレーニングに取り組むそうだ。

アイゼン、ピッケルを使っての冬山にも登った。

左眼緑内障進行を止めるため 1 日５回、目薬を注しつつ木曽路へ出かける直前には八ツ岳・赤岳へもトラ

イした。自身の八十路入り数日前のこと。

＊克夫、昨年は弟さんを泉下に送り、落魄は否めなかったが、駒沢公園３Ｋｍを速歩で１周、針葉樹会

の懇親登山に参加するなど、心身ともに若く前向きに過ごしてきた。

相変わらず部分参加の聴講生を自認しながら、いよいよこれから尾張、美濃に入るウオークに意欲十分。

何故か「峠越え」や「骨の折れるところ」へ参加したがるＤＮＡ？がある

＊治郎は年々若返りを遂げつつあり、老人会の主役、施設の建設、運営に情熱を傾け、あと１０年（幾

つになるの？）は現役で頑張ると意気込む。片足立ち３分、３回を最低限として、益々元気だ。テリトリ

ーの塵拾いは欠かさない。奇特な御仁なり。（＊かねてから、80 歳にして富士山頂に立つ と宣言、8 月６

日、見事実現、伝説の男となるー追記）

＊寛二は年末、高校の同窓会が余程嬉しかったか？調子が出すぎて意識が失せ救急車の世話になった。

お陰でＭＲＩで脳の検査、脳がクルミのように皺がよっているとの診断のほかに異常なし。

右膝、左膝と往復する膝の痛みを騙しだましトレーニングに取り組んできた。

いや、まあ、後退を防ぐ程度と言うが。

＊宮川は「北越雪譜」に刺激されたか、昨秋、奥志賀から秋山郷や２０１１年の震災に見舞われた栄村

などを訪れた。信濃の男である。

また、句作に励むこと尋常にあらず、感性を磨き着々と秀作を生み出している。

初詣では川越の成田山別院を詣で“祈り満つ護摩燃え盛る初詣”と吟じ“早梅の白き一輪香りたつ”のも

間もなくと出番を待ってきた。

身体のケアーにも留意、最近榊原で受けた冠動脈バイパス手術４本のうち１本がどうも？などと新・担当

医師に言われたが、何の異常もなく暮らして来たし、また大腸のポリーブ切除にも成功。

“地酒を味わうのが楽しみ“と相変わらずだ。

＊四郎、秋のオフを使って前立腺癌への放射線治療４０回を無事すませ、ＰＳＡ値は健常者並みに下っ

た（どうやら癌細胞は目下熟睡中らしい）。だが、放射線照射による体力の減退は否めず、せめて多少なり

ともと、回復を目指してリハビリを続けてきた。
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この間に我々の周辺では、石井さん、鹿俣さん、奥野さんなどが他界された。時間は厳粛に過ぎ去ってい

るようだ。

さて、「挑戦！中山道６９次」はいよいよ「木曽路」に入る。昨年 6 月１１日に３２番目の本山

宿・日出塩に到着、その１０ケ月後のスタートとなるが、今回は我らより１０歳も若い札幌在住

の学究心旺盛な蛭川隆夫君、紀巳子さん夫妻の特別参加があり、我らに活力を与え、色どりを添

えてくれるだろうと大いに期待される。

さて、「木曽路」から来るイメージとは何だろう。

藤村の「夜明け前」冒頭の叙述「木曽路はすべて山の中である・・」のように「両側を山に挟

まれ、耕す土地も殆どない峡谷に僅かな人々がささやかに暮らしてきた」長い歴史をもつこの地

域、素朴で清らかな人々の暮らしぶりを見せてくれるのではないか。

ほぼ「東山道」に沿って設けられた「中山道」だが、「東山道」は「神坂峠」で中央アルプスを

越え、伊那谷を天竜川に沿って北上しており、古くは木曽谷を通っていなかった。

「木曽古道」と言われるものは、木曽谷の北と南を結ぶ言わばローカルロードだった。

律令制の時代に初めて木曽谷に路らしきものが出来たといわれる。

（＊万葉集巻十四、３３９９番に東国からの防人を送り出す妻の歌として

“信濃道（じ）は今の墾道（はりみち）刈株（かりばね）に足踏ましむな久都（くつ）はけわが

背”というのがある。（原文は信濃道者 伊麻能波美知 可里姿祢迩 安思布麻之奈牟 久都波

気我世・・昔の人は学があった）墾道（はりみち）とは開通したばかりの新道、刈株（かりばね）

とは笹などの切り株、足を傷つけないように久都（くつ・靴）を履いて、と詠んでいる。

「信濃には京へ行く便利な道路が開鑿されたらしい」という情報が、関東の防人の妻の耳に入っ

ていたというのだ。

「続日本紀」の和銅６（７１３）年のくだりに、「美濃信濃２国の堺は経道険阻にして往還艱難

なり。よりて吉蘇路（木曽路）を通ず」とあるそうだ。（＊現在の恵那山トンネルの上、恵那山

の鞍部、１５６９米、美濃・信濃の国境の神坂峠は東山道の最大の難所として知られていた）

「松本から木曽福島を経て美濃・中津川へ出てゆく道路」は、この頃に開鑿された,ことがうか

がえる。このことによって信濃国の中心も千曲川沿いの小県（上田平）から国のほぼ中央にある

筑摩の松本平に移った。国府も小県から松本に移った。

（＊ところで望月など「御牧」から献上される馬は何処を通ったか？恐らく伊那谷から神坂峠を

越えて美濃・中津川に抜ける険阻な東山道だったに違いない）

・さて時代が下って徳川の時代、用心深い徳川家康は軍略上の目的からか、この峡谷の細道を中

山道として宿場を設け、加賀藩を筆頭に３０藩の藩主が参勤交代で通るように仕組んだ。（武田

滅亡後、徳川の家臣として重用された大久保長安などがわざわざ通行に骨が折れるように回り道
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を作ったという話もある－佐薙の証言―）

[ 1 ]２０１２年 4 月 13 日（金）本山宿・日出塩、贄川宿、奈良井宿

佐薙、鈴木、高崎、松尾、蛭川（隆）、蛭川（紀）、石和田（宮川はポリーブ切除の直後で用心）

距離１３Km 時間５H55M(5H05M) 歩数２９１００

（５：５３船橋・あずさ３号 塩尻着１０：１５、発１０：５０ 日出塩着１０：５８）

１１：００日出塩駅集合（休憩して昼食をとる時間的余裕無さそう、各自予め摂ること

とのリーダーからのお達し。塩尻の乗り換え時間に済ます）

１１：３０「是より南木曽路」「境川・境橋」

１３：００ 贄川宿、関所跡 「信州木曽路・中山道を歩く」（木曽観光連盟作）を貰う

１５：００ 木曽・平沢地区（漆器の部落）木曽五木

１６：４５ 奈良井宿・「越後屋」旅館着

＜宮川君は大腸のポリーブ切除後間もな

くで今回の＃８には参加出来なかったが、

携帯メールの交換などで十分参加してい

る。

“奈良井の宿は「七笑」の縄張り、木曽の

銘酒も楽しみだねえ。

「友らゆく 木曽路の春に 思い馳せ」

“と

早速メールしてきた。８人で歩いている

ようなものだ。

＜松尾、石和田、佐薙、鈴木、高崎、蛭川（隆）蛭川（紀）＞

日出塩駅前・２０１２．４．１３

１）国境（くにざかい）を越える（江戸時代の松本藩と尾張・名古屋藩の境）

律令制下の７００年ころ、木曽は美濃に属していた。（その、信濃との境は別の所、後述）それ

が何時の頃に、何故かは判然としないが（平安末か鎌倉の時代）信濃国に編入された。・・木曽

は古来、その地域性からか、その所属をしばしば変えてきた。

（＊国境なるものは，必ずしも大河や大山脈ばかりではない。０９年５月２８日に佐薙と２人―

治郎は雨でネを上げ、我らに晴れた天気を置き土産に？帰宅してしまったーで東海道の白須賀、

二川宿間の遠江と三河を分ける境川を渡ったが、国境は一跨ぎの溝に近かった）
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「是より南木曽路」は馬籠宿の先では「是より北

木曽路」とあるそうだ。

この間、およそ２０里、１１の宿場が置かれた。

（藤村は“東さかいの桜沢から、西の十曲峠まで、

木曽十一宿はこの街道に添うて、二十二里にわた

る長い渓谷の間に散在していた”と書いている

が）

「木曽路の宿場は大体２里毎にあるの・・」とど

こかでおばあさんが教えてくれた。

この木曽路に入るところで、１０匹ほどの猿軍団 ＜是より南 木曽路＞の碑

が大きな声をあげながら国道を行く我々の眼の前を横切り、線路を飛び越えて、左側のヒノキ林

に消えていった。

いかにも、「是より木曽路」の実感である。

奈良井川はなお滔々と北に向かって流れている（＊奈良（井）とは朝鮮語の国・都を意味する「ナ

ラ」で、朝鮮渡来の人達が自分たちのルーツを忘れず、自分たちの国を作るんだと言う意気込み

で新しい都を「ナラ」と名づけたという説を信じてきたが、是は邪説？で本来の意味は「平らな

所」「なだらかな地形」の所からきていると言う。日本の各地にある「ナラ」はそんな所だろう

か。木曽谷の山間の「奈良井」もそうなのか。

２）贄川（にえかわ）とは？何に由来するか

学究肌の蛭川君が「古くは温泉があって煮えるような熱さから「熱川・にえかわ」と書かれてい

たが、温泉が枯れてからは、現在の字「贄」を当てるようになった」という説を紹介してくれた。

それにしても、どうも“贄”という文字には「血生臭いにおい」があるようで、なんとも呑み込

みにくい。

日本の各地のみならずモンゴルや中国奥地の街道を歩いて、歴史や文明を奥深く描き出して見せ

てくれている司馬さんは「土地の名前には歴史が刻まれている」といい、また、「信濃」の名の

由来について余りにも諸説あることに関連して「地名の由来について詮索することは知性の浪

費である」とも書いている。（＊地名には様々な要因、

積み重ね、変化があり誠に複雑、それを都合のいい様

に、例えば“ねずみ”は屋根裏に住んでいるから“や

ねずみ”、これが縮ったものだ等と、結びつけてしま

うのを「語源俗解」と言うらしいが、都合の良いよう

にばかりとはならないのだ。しかし、“知性の浪費”

であっても面白くもある。）

贄川の関所跡の少し手前・中畑で小休止していると

＜親切に説明してくれた地元の御仁＞ 小型車を止めて中老の御仁が相好を崩しつつ近寄って
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きて、色々と話を聞かせてくれたが、予てからの疑問、「贄川」の由来とは？に、

それは、「ここの川で取れた魚を伊勢神宮に奉納したから・・」と教えてくれた。

（こういう御仁には時々お目にかかる。先の甲州道中・「蔦木の宿」ではリュック姿の我らを見

ると車を止めてパンフレットをとりだし宿場のＰＲに余念が無い人に出会った。その人、名取さ

んは地域振興の旗振り役で何時もパンフレットを車に積んでいるらしかった）

確かに「贄」とは「神にする捧げもの」という意が基本だから、司馬さんの言に従い、あれこれ

詮索するのはやめて是でおさめておこうか。

３）木曽の漆器、ミネルバの梟

木曽・平沢地区は奈良井宿の枝郷として出来た集落と言うが漆器店が軒を並べている。間口３間

ほど、奥の方に長く短冊形の敷地割で、店、住居、工房が連なっている独特の建て方、しかも、

建物は「出梁造り」で婉曲した道路に対して３～５度くらい斜（はす）に、即ち家の前に三角形

の空き地を取りながら建てられ、同一方向を向いてギザギザと行儀良く並んでいる。

これは何故か？建築に興味を示す松尾は「日当たり」ではないかという。狭い谷で太陽の光を分

け合おうと言うことか、それにしても初めて見る家並みだ。

（＊これは「アガモチ」というものらしい。家をギ

ザギザに建てている理由については松尾が、この写

真の「丸豊」の奥様「上品で親切なお方、木曽路の

人は何方も人情味溢れているとの松尾の言に同感」

の手を煩わせて、「木曽平沢町並保存会」の資料を取

り寄せているので、追って正解が得られそうだ。）

店に入る客など見当たらないが、漆器は並んでいる。

重そうにリュックを担いで来た蛭川君が、とある１軒に入り込んだ。

さては、木曽漆器の上物でも買う気か？（＊木曽谷には、１６０６年飛騨の大工の棟梁、高橋喜

左衛門が椹（さわら）の割れ目の木目の美しさを活かした盆を造り、塗師の成田三右衛門がこの

木目の自然美を活かした透け漆を重ね塗りして盆に仕上げた所謂「飛騨春慶」が生まれた。それ

が山を越えて伝わってきて、木肌の美しさを活かす「木曽春慶」や幾層もの色漆を塗りこみ、研

ぎ出す「木曽堆朱・きそついしゅ」など独特の技法で高く評価されるものが発達した。木曽平沢

からは鉄分を多く含む「錆土・さびつち」が見つかり漆との硬化反応が非常によく、この錆漆で

下地をした木曽漆器は堅牢であるとのことだ。また後述するが長野冬季オリンピックのメダルは

「木曽堆朱」だったという）

しかし、わが蛭川君がリュックに納めたものは「梟・

ふくろう」９００円という代物だった。聞けば蛭川君

は世界の何処へ行ってもこれを集めているそうだ。

（＊梟は南極を除く殆どの地域におり、世界で１２０

種、日本には１０種ほどいるらしい。まあ、人の身近

＜蛭川君が購入したのはどれか？＞ なところにいると言うことだ。
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フクロウはギリシャ神話では、知恵、知識、芸術などを司る神・アテナの「使い」と見られてお

り、知恵の象徴、だがローマでは皇帝・アウグストスの死を予言した不吉な鳥とか古代中国では

母親を食う不孝な鳥などと、評判はよろしくない。日本ではどうか。

例の「語源俗解」かもしれないが「フクロウ」は縁起もので「福来郎」とか「不苦労」などと言

われているようだ。アイヌは「シマフクロウ」を「コタンクルカムイ」（村の守り神）として敬

っている。しかし、羽を広げると１８０Ｃｍ、３～４ｋｇにもなるシマフクロウは今や知床、十

勝地方の針葉樹と広葉樹の混じったところに僅かに１４０羽ほどしかいないらしい。人間が追い

詰めていることは否めまい。（＊メールアドレスにシマフクロウを冠する蛭川君にお願いしたい。

因みに北浦和には「ふくろう博物館」なるものがあり、３万点余のコレクションがあるとか）

＊やや話は異次元になるが「ミネルバの梟」をとり上げて見る。

“ミネルバのフクロウは黄昏とともにようやく飛び始める”（Ｄie Eule der Minerva biginnt erst mit der

einbrechenden Dämmerung ihren Flug)

これはヘーゲルの「法哲学概要」の冒頭に出てくる有名な言葉だそうだ。

知恵、芸術を司る神・アテナは夕方になるとフクロウに命じて一日の出来事から知識や経験を集めてこさ

せる、と言うのだ。（ギリシャ神話のアテナはローマではミネルバとなる）

だが、このヘーゲルの言葉は様々な解釈を生み、使われているようだ。

ギリシャ哲学の絶頂がギリシャ文明の終わりに花開いたことからヘーゲルが使った言葉だが、「哲学は常に

その時代の特徴を反映すると同時に次なる時代の趨勢をも示唆する場合がある。哲学を通じて沈み行く時

代と昇り行く時代の特徴を学ぶことが出来る。是は日本に対して厳しい警句だ」とか、巧みに時代を切り

取る国際経済学者の浜矩子先生も「ミネルバは知恵の女神、フクロウはその使者。古い知恵の黄昏の中か

ら新しい知恵の到来を告げつつ知恵の女神の使者が飛び立ってゆく。そのようにして人類は歴史の中を前

へ前へと進んでゆく・・」と書いている。（＊“文明の終りに・・”をつい今日のギリシャと重ねてしまう

が第２外国語として独語を選択した優秀なるＳ君、Ｔ君、どうですか？

大田可さんからはカントは聞いたがヘーゲルは教わらなかったよね）

小生などは「首が回らない」から 270 度も首が回るフクロウに感心しているし、そもそも顔の正面に眼が

あるのは人間の他にはゴリラ、ヒヒ、チンパンジー、オランウータン、猿、（猫がやや）そしてフクロウく

らいだから特別なものだとつい別挌扱い？したくなる。

＊漆・漆器・漆文化について少々書く。

子供の頃、つい漆に触って酷くかせた（かぶれた）。葉が

赤くなるとすぐ見分けはつくが。（＊「うるし」は紅葉が

美しく「うるわしい」から名づけられた？という。これ

も出来すぎで「語源俗解」の類いかも知れないなあ）

そのせいか、山に登っても「七かまど」の紅葉は専ら離

れてれて眺め、櫨の木などは美しさに惹かれないように

気をつけたものだ。 ＜涸沢の七かまどの紅葉、背後は北穂高・転載＞
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ウルシは中国を始め東南アジアに分布し、日本では北海道を除く全国にヤマウルシ、ツタウルシ、ウルシ

ノキ、ハゼノキ、ヌルデなどが自生している。

ヨーロッパでは漆器はＪａｐａｎと呼ばれ（＊陶器はＣｈｉｎａだが）日本の特産品と考えられてきた。

・漆器の歴史は実に古い。生漆の主成分である７０％のウルシオール、２０％の水分、１０％の漆を固め

る酵素から生まれる強い耐久性は早くから着目されていたと言うことか。中国では浙江省の遺跡から６４

００年前の外朱塗漆椀が発見されたと言うが、日本では福井県三方町の鳥浜遺跡から６５００年前、石川

県七尾市の三引遺跡からは７０００年前の朱漆を塗った竹の櫛が、青森の三内丸山遺跡からは５５００～

４０００年前の朱漆塗りの大皿や櫛が発見されている。更に最近、函館近くの「垣の島Ｂ遺跡」から“赤

い漆を塗った糸”が発見され７０００年前、最古のものとされている。何と縄文早期から漆は塗料として

使われていたことになる。まだ、米も作らず狩猟、漁労の時代にである。

中国と同時期かそれより少し早いのだ。その後、相互の交流で漆の技術は進歩したとも言われている。

・そんな古い話は兎も角、飛鳥時代には仏教文化が伝わり、楠で造った仏像の

なかにも漆を塗って彩色したものや漆で金箔を貼ったものも生まれた。

あの有名な興福寺の「阿修羅の像」は天平時代に乾漆法（漆を塗り固めて造る）

で造られたものだ。漆のお陰で我々は１０００数百年の歳月を越えてそれにお

眼にかかることが出来ている。

・漆塗りの技術は蒔絵、沈金、螺鈿,拭き漆、彫漆、堆朱などを生み、日本全国、

それぞれの地域で独特のものを今日に伝えている。まさに漆文化、漆芸術と言

えよう。

＜阿修羅の像・興福寺・転載＞ 北は青森から津軽漆器、秋田・能代春慶、岩手・秀衡塗、・・東京・江戸

漆器、神奈川・小田原漆器、長野・木曽漆器、岐阜・飛騨春慶、石川・輪島塗、富山・高岡漆器、福井・

越前漆器、京都・京都塗、奈良・奈良漆器、和歌山・紀州漆器、島根・八雲塗、山口・大内塗、・・・香川、

愛媛、福岡、宮崎、沖縄など殆ど全国的だ。（何故か鹿児島、佐賀、長崎、千葉などは目に付かない）これ

は、まさに地域ごとに言語・方言、織物、料理、習慣などがあるのと同じである。

如何に漆が人々の生活と一体であったかを示すものと言えよう。

・この漆文化も今や原料漆の国産はせいぜい５～６トンで、あとは主として中国などからの輸入。自生の

漆の木に頼ることは出来ず、栽培しているようだが、１０年くらい育てた木から何と２００ｇくらいしか

取れない。しかも、その木は切り倒されてしまうそうだ。また、新しく植えるか「ひこばえ」が育つのを

１０年待つのだという。（＊生漆は丁度ゴムの樹液を採るように幹に傷をつけて滲み出てくるところを掻き

集める（漆掻き）。漆掻きの人達はおよそ４００本位の木を１日、１００本単位で回り、４日に１回周る。

如何に貴重で高価であるか、涙が出てくる思いだ。

（＊漆塗料として販売している店は京都や東京、各地にあるようだが、その価格は１ｇ１２０～１８０円

くらいか、素原料の価格は部外者には分からない）

・プラスチック全盛（陶器もあるが）の時代、この「漆文化」はどうなるだろうか。

漆器の町、木曽平沢、アガモチに並んだ店々は戸を閉めているわけではなく、廃業している店は無かった

ようだが、とても繁盛しているとも見えなかった。



9

単に「伝統的な技術・工芸」として博物館でお目にかかるものにな

ってしまうのだろうか？

１９９８年２月の長野冬季オリンピックのメダルは木曽平沢漆器店

を営む漆器職人・伊藤猛さんが考案・製作したものだと言う。伝統

の漆工芸が見事に活かされた好例である。

生き延びてほしいと願う。

＜金メダルの表、銅メダルの裏・転載＞

４）「木曽五木」って何だ？ 佐薙教授のご下問である

奈良井宿の入り口に「木曽五木」が道端に植えられ名札がつけてあった。

ヒノキ、サワラ、ネズコ（クロベ）、アスナロ（ヒバ）、コウヤマキ。

コウヤマキ以外はみんなヒノキの兄弟（＊コウヤマキは皮が火縄銃の着火に良いから重要視され

たと後に馬籠峠の「一石栃白木改番所」のおじさんに教えられた）

名前を覚えるだけではダメ。見分け方も求められる。そこで植物学者の佐薙がその違いを例示、

解説してくれる。葉の先が尖っているとか葉の裏が白くＹの字型、幹の皮が・・など、

学者の正確さ、ＤＮＡ鑑定並みか。

そんなこと言ったって分かるわけ

がないよ。良く似た兄弟、親子のよ

うなものだから。ややあって松尾が

素人解かりするように、

“さわらねばわからぬほどに先尖

り裏にＹの字なきはサワラギ、ある

はヒノキ“と総括？してくれた。

名調子、成る程！ネズコ、アスナロ

＜兄弟なんだから良く似ているさ・転載＞ も頼む（だが未だ名答は届かず）

１６１５年、木曽３３ケ村、裏木曽３ケ村が尾張藩領となり、各地の城郭・城下町の建築用材と

して大量に木が伐採され、荒廃した山が目立って来たため１６６５年に尾張藩による林政改革が

行われ、木材の伐採はもちろん、住民の立ち入りも禁止する「留山」「巣山」が設けられた。

宝永５（１７０８）年には「ヒノキ」「サワラ」「アスナロ」「コウヤマキ」翌年に「ネズコ」の

五木が停止木として尾張藩の御用材以外の伐採が禁止された。「檜１本、首１つ」と言われその

管理は厳しいものだった。街道や木曽川沿いの各所にその検問所の跡が残っている。

切り出しても採算が合わず、手入れも出来ないまま荒れ放題になっている今日とは対照的だ。

５）百草丸・良く効く・・と蛭川夫人のお勧め？

クレオソートのようなものか。道中、所々にこの看板を見る。

「越後屋」にリュックを下ろして早速隣の「百草丸」屋に赴く。松尾があれこれと問答を始め、

結局買うことになった。小生も松尾が買うならとつい「御嶽山日野百草丸」なるものを買って見
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た。（＊クレオソートのようなものだなと言ったら松尾が、「正露丸」と言うんだ。昔は「征露丸」

と書いた。明治３７～８年ごろロシアに勝った頃名付けられたものか・・プーチンさんに怒られ

るかも・・」なんて言って何だか愛着を禁じえないような顔をした。

信濃が故郷の宮川は「子供の頃は何かあればすぐ是を飲まされたものだ」と述懐したものだ。

「百草丸」と言うがどんな草か？？と聞いたら店の主、「草ではなくキハダ（黄檗」の皮だ、自

分の山に生えているんだ」と言って、標本を入れるようなガラス瓶に入った木の皮を振って見せ

てくれた。無味乾燥、何の変哲も無い一見して欅の皮のようなものだった。

しかし、この皮には大変な薬効成分があるらしい。

また、その名の通り「黄色の顔料」も取ったと言う。人間の経験、知識の積み重ねの賜物だ。

更に面白いのは（後で調べてみると）「オウバクエキス」または「オウバク」を主成分とした胃

腸薬は全国各地で古くから製造されているようだ。

長野県（御嶽山）－日野百草丸、ほか数銘柄

奈良県（大峰山、吉野山）－陀羅尼助丸他

愛媛県（石鎚山）－石鎚山陀羅尼丸

鳥取県（大山）－大山煉熊丸

と言う具合で、面白いことに何処もお寺の「山号」のように「○○山」

がついている。

信仰されてきた「○○山」を付れば「霊験」あらたかと言うことか。＜蛭川夫人ご推奨・転載＞

古代から我らの祖先は山に神が宿っていると信じてきた。これが海でも川でもない、平野でもな

いところに深く考えさせられるものがある。

６）今日は「恭」リーダーの誕生日、目出度い、この人何歳まで生きるのかなあ・・。

古来、中国では「傘寿」は「半寿」と言ったらしい。漸く人生の折り返し地点、我が恭リーダ

ーにとっても、まさに、その通りの感がある。今年も「ホノルルマラソン」に出て、昨年の初

出場を上回るタイムを出す！と、まさしく通過点のようだ。是から本格的なトレーニングに掛か

るというから“呆れて”ものが言えないよ。何処までチャレンジするの？富士山博士、お山は３

７７６米以上はもう無いんだけどなあ。

治郎に次ぐ快挙、どうも我がメンバーは折り返し点を過ぎると俄然元気が出るらしい。（＊間も

なく第３走者、第４走者も折り返し点にかかるが？・・）

蛭川君が北海道から担いできた帯広産のマスカット・ワイン、ホタテの貝柱、甘エビなどで先

ずは乾杯！

ざっくばらんな会話が弾む。（＊北朝鮮のロケットがジャボンと黄海に墜落なんて話は小さい・・）

年齢の話が出たついでに、「蛭川夫人」の「紀巳子」の由来は？「巳年の紀元節に生まれたから・・」

ああ、紀元節！“雲に聳える高千穂の・・”、いささか時代の彼方へ過ぎ去ったか！

我らは遠慮のいらない仲間、干支を数えるとそれなりの年齢は読める・・。

（松尾がまたまた教養の一端を見せる。「巳（み）は上に己（おのれ）は下に已（すで）に半ば
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す」。３種の似た文字を覚える為の知恵。何処で教ったんだ？常識だよ。ピョンヤン（北朝鮮・

平城）の日本人学校はレベルが高かった？それとも松尾がずば抜けた秀才だったからか？？

蛭川君が最近「縄文検定」に（クラスは不明？博士かプラチナ？）合格したという話が出た。

＜奈良井宿・越後屋 蛭川（隆）、松尾、高崎、鈴木、佐薙、石和田、蛭川（紀）＞

富士山検定１級に最高齢、最高点で合格した佐薙を前にしては遠慮がちだが、是は奥が深い。

小生などでは一生では不足、二生も三生も掛かるテーマだ。蛭川君もやるなあ・・！

今回の木曽路歩きは我々より２泊も多く、中津川までの予定だが、帰りはまた木曽谷を戻り茅野

の「尖石縄文考古館」で国宝の「縄文のヴィーナス」等に面会して帰るそうだ。

（＊蛭川君、中津川のすぐ北に「蛭川村」というのがあるだけど・・寄らないの？）

ここで、松尾がまた薀蓄披露と相成る。彼の説によると“縄文人と弥生人の違いは？頭の形、

顔の形、・・、色々あるが「耳垢」のウエット型は縄文、ドライ型は弥生、是だけはほぼ確定し

ているようだ”と来た。

小生、２０ばかりの項目を当てはめてみたが、どうも、どちらでもないようだ。中間と言う奴か。

そもそもアジア南部に由来する縄文人がいたところへ２３００年ほど前、中国東北部のツング

ース系の人達が、稲作文化を携えて朝鮮半島経由（稲作は中国南部からもと言う説もあるが）

で九州、中国地方西部へ流入した。そして段々と縄文人と混合し、取って代わって行ったのだが、

両極の沖縄（人）と北海道（アイヌ）には強く及ばず、縄文人的な特徴が残ったとされる。

夕食のテーブルは賑やかだ。息子夫婦に跡を継がせて満足そうなオカッパ髪の中年のお母さん、

細長い旅籠の奥の客間へせっせと料理を運んでくれる。

先ずは「地酒」、待ちかねたように佐薙が「七笑」を注文したら、

“「七笑」は鳥居峠を越えた「木曽福島の酒」、ここでは出せません、「杉の森」です”。

律儀にテリトリーを守っているようだ。是が争いも無く穏やかに暮らして来た基本なのだろう。

翌日の楽しみとするほか無い。

「奈良井では米は一粒も取れません。魚沼のコシヒカリを使ってきたが最近佐渡ケ島のコシヒ

カリに切り替えた」とお母さんは聞かせてくれた。
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鴇の餌場のために農薬を使わないお米、と言うのが味に加えて評判をよくしているらしい。

“米は一粒も取れない“という長い長い木曽谷の暮らしを思

い、そして無農薬の佐渡島のコシヒカリにも感心した。

（＊余談だが「米の一粒も取れない」木曽谷で、「年に２回

も取れる治郎の故郷・種子島」を思った。

例の司馬さんの「街道を行く・種子島」では「種子島（タネ

ガシマ）は「ネタガマシ」と呼ばれるそうだ。あくせくしな

くても刈り取った稲株からまた穂が出る２毛作。離島を虐げ

てきた薩摩・島津藩も米の取れる種子島は大事にしたらし

い」と書いている。だから種子島の人は鷹揚で暖かい。まさ

＜餌を探す鴇の親子・６月１日・転載＞に是が我が敬愛する治郎太殿のルーツなのだ。

天文１２（１５４３）年の鉄砲伝来。「鉄匠、八板金兵衛清定が自分の娘（若狭）をポルトガル

人へ嫁に出し（実はこの部分は伝承のようだが）その秘密を聞き出し製造に成功した・・」と

この辺りに来ると治郎の弁舌は熱を帯びてくる。敬意を表したい。序でに多少付記すると、この

八板金兵衛は美濃国・関の刀鍛冶で種子島へ移ってきた人だそうだ。驚くなかれ種子島には弥

生時代、すでに砂鉄をもとにした製鉄（たたら）・製鉄技術があったと言うことだ。其処へ鉄砲

が伝わってきた。当主・種子島時尭も開明領主だったが、種子島に是だけの技術があったことが

幸いだった。今や種子島にはロケット打ち上げの基地があり、昔も今も先端技術の島、高度な文

明の島そして、評判の高い「芋焼酎」の島なのだ。 甘利が「オーション会で島の南端の海岸

を買おうか」と言い出したことがあった。実現していたら今頃は？！）

[２]２０１２年４月１４日（土）雨 奈良井宿、薮原宿、宮ノ越宿、木曽福島宿

佐薙、鈴木、高崎、松尾、蛭川（隆）、蛭川（紀）石和田

距離２０．０Km 時間８H20M（６H50M） 歩数３５．３００

７：２５ 越後屋発 鎮神社 葬沢

９：００ 鳥居峠 御鷹匠役所跡 飛騨街道分岐点・追分

１０：００ 薮原宿 巴ケ淵 義仲館 徳音寺

１２：４０ 宮ノ越宿

１３：３０ 中山道中間地点、手習天神 福島関所跡

１５：４０ 木曽福島宿・いわや旅館着
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１）奈良井宿・旧旅籠・越後屋

奈良井宿は木曽路１１宿の中では最大、本陣１、脇本陣１、旅籠５、宿内家数４０９、住

民２１５５人（江戸末期の数字）で「奈良井千軒」と言われるほどの賑わいがあった。戦国

時代、武田信玄が定めた宿駅が始

まりだが、集落は遥か以前からあ

ったと言われる。旅籠を代々受け

継いできた「越後屋」のお母さん

や息子さん達に敬意を表しよう。

何代目かは聞き損ねたが、今日ま

で、どれほど多くの旅人を迎え送

り出してきたことか。

我々もその暖かい持てなしに預

かって、中山道の難所の一つ「鳥

居峠」に向かう。天気は小雨だが、

＜御世話になりました、出発します＞ 苦にすることもあるまい。ただ、何故か「峠

越えと雨は」相性が良すぎるようだ。 （碓氷峠、塩尻峠、東海道の鈴鹿もそうだった。誰の

せいだ？！東海道の「新居関所」前で某君が U ターンしたら急に雨が上がったこともあった

が・・）

２）鳥居峠、奈良井川（木曽駒から日本海へ）と木曽川（御嶽山から太平洋へ）の分水嶺

鳥居峠は１１９７米、一体どれだけ登るのか？

心配は要らない。佐薙リーダーによれば奈良井宿は既に９３０～９４０米、実高度差は２５０～

２６０米ではないか。

頂上まで４Km ほど、そうか！ 何とかなろうか。

＊ 鎮（しずめ）神社

奈良井宿を出たところ、峠への上り口手前に珍しい名前の神社があった。「鎮神社」、「由緒書き」

を読む間もなかったが（松尾のカメラは捉えていた）どうも気になる。

（暇に任せて）探ってみると「１２世紀の後期、中原兼遠（木曽義仲の育ての親、後述）が疫

病流行を鎮めるため、下総国・香取神社（神宮）を勧請したことから「鎮・しずめ」と呼ばれ

ることになった」とある。（＊和田峠の手前には「蚯蚓・みみ

ず神社」というのがあったっけ。古来、人々は異変、災難を人

知を超えたものの怒りととらえ、「鎮まり」「鎮守を」神に祈っ

たのだ。或いは荒ぶる神そのものを恐れ、鎮めてくれる神を求

めた）下総国・香取神宮となると我が故郷。香取神宮は式内社、

下総国一ノ宮、祭神は経津主大神（ふつぬしのおおかみ）武甕

槌命ほか、家内安全、海上守護、結縁、安産、勝運、交通安全・・

災難除けで、関東地方中心４００社の総本社である。 ＜鎮（しずめ）神社＞
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しかし、「厄除け、災難除け」というなら、ご利益の聞こえ高い神様が他にもあったろうに、ど

うして遥かに遠い下総国の神を勧請したのであろうか？

（解かるはずもないが、何だか木曽と下総の因縁めいたかかわりを感ずる、後述）

＊ 鳥居峠、それは、歴史を背負っている

いよいよ峠の登りにかかる。芽吹きの時には少し早

いか。

落ち葉が雨にぬれて静かなものだ。

この鳥居峠、峠にあった木曽村の説明板には「古く

は吉蘇路（きそじ）の「県坂」（あがたざか）、中世

には「ならい坂」「薮原峠」と呼ばれた。国境（木曽

谷地方の信濃国編入以前はここが信濃国と美濃国の

境）に位置しているので、中世には戦いが何度も繰り ＜さあ・・しっかり登れよ＞

返された。明応年間になって木曽の領主、木曽義元（１４７５

～１５０４）が松本の小笠原氏と戦った時、この頂上から西方

遥かに御嶽権現を遥拝して戦勝を祈願、霊夢によって勝つこと

が出来たので、ここに鳥居を建立、それよりは「鳥居峠」と呼

ばれるようになった」とあった。（この峠は楢川村と木祖村の間

だが木祖村に属する）

＜隊形はまだ崩れていない？＞（＊７００年代初めに木曽路が開かれたことは既に述べたが、「続日本

紀」には「大宝２（７０２）年に「始めて美濃国の岐（吉）蘇山道を開く」とある由。この時、岐蘇路を

開通させたのは美濃国の役人達であり、当然に岐蘇は美濃国であった。ところが美濃と信濃の国境争いが

あり、貞観年中（８５９～７６）に天皇の勅命で検分が行われ、元慶３年（８７９）に美濃国恵那郡と信

濃国筑摩郡の国境を「県坂上岑」と定めたという。この「県坂上岑」が何処かは判然としていないが、今

では「鳥居峠」というのが有力な説になっている。

その後、平安末期では木曽は信濃国という認識がされ始め、平家物語（１２

２０年頃成立）では信濃国木曽と記述されているが、鎌倉時代を通じては大

吉祖荘は信濃国、小木曽荘は美濃国と記述される傾向があった。

更に室町時代中ごろまでは、美濃国木曽荘という記述も見られるが、最終的

には武田信玄が領有した戦国期には確定し、信濃国筑摩郡に編入されたと推

定される、という。その後、江戸時代には木曽谷は徳川最大の雄藩・尾張藩

の支配下に入った。 ＜松尾道祖神？＞

そして現代、１９５８年、東山道の峠のある神坂村の大部分が長野県から離脱して中津川市へ、そして、

２００５年、馬籠宿を含む山口村（馬籠峠の南側）も観光地を失う長野県（信濃）の反対を押し切って岐

阜県中津川市（美濃）へ移った。これは平成の大合併で唯一の越境合併だった。

信濃国の殆どと真反対に水が南へ流れるこの地域、長い歴史に照らしても、“うなずける”ものを覚える。
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＊ 「葬沢」、木曽義昌、武田の滅亡、義昌の移封・下総国阿知戸（千葉県旭市）

そろそろ峠かと思える？手前に、「中の茶屋跡」という壊れた小屋があり、その横に「葬沢・ほ

うむりさわ」の看板が立っていた。（＊国境・くにざかい、の峠はしばしば戦場になる。甲州道

中で笹子峠を甲州側に下った所には「自害沢」とか「血洗沢」「三日血川」・・なんてのがあった）

「葬沢」は、天正１０年（１５８２）武田勝頼と木曽義昌が戦い、兵２０００の武田軍側が大

敗、５００もの死者が出て、ここに葬られたというのだ。

しかし、「顎が出かかってきた」小生には、亡骸を弔う碑も供養塔も眼に入らなかった。

この地に限らず戦場で失われた多くの命は？“草生（む）す屍、今もなお・・”、大和田建樹の

鉄道唱歌の歌詞の通りだ。

＊ここでまた悪い癖が出た。上述のテーマについて余計な口舌に及ぶ。

武田信玄は木曽地方の戦略的重要性から、木曽義仲の嫡流と伝

わる名族、木曽氏の第１9 代当主・木曽義昌へ三女・真理姫（眞

龍院・４女とも５女とも）を

＜中の茶屋跡＞ 嫁がせ、武田家の親族として

信濃国木曽谷を

安堵した。

しかし、実際は

主だった家臣を ＜葬沢の看板＞

甲府に人質として置き、木曽の治世は ＜葬沢を越えて進む＞

全て武田の監視の下に置かれ、武田への属国化を余儀なくされた。

是により、木曽は武田家の美濃国や飛騨国へ侵攻の前線基地化された。

ところが、信玄の死後、勝頼の時代になると状況は大きく変わる。

１５８２年の武田滅亡については既に「水と緑の甲州道中」で述べたが ＜葬沢は沈黙している＞

敢えて若干述べさせていただくと、

勝頼には偉大な父・信玄の築いた財産は重すぎたのかもしれない。

織田、徳川、今川、北条、上杉などが信玄亡き後を虎視眈々と狙い、更に中小の武将達が如何に生き延び

るか？利害得失を鋭敏にはかりにかけて蠢く、まさに戦国時代である。

勝頼は信玄以来の古参の武将達の進言も聞かず「長篠の戦い」に挑み、信長の鉄砲隊の前に大敗をきっす

る。こうなると信玄が政略結婚や計略でせっせと築いて来た砦は内側から綻びが始まる。

その１人が木曽の義弟・木曽義昌である。義昌は勝頼が「躑躅ケ崎館」では防ぎきれないと新規に韮崎の

高台に構築を始めた「新府城」建設の賦役が重過ぎると不満を表明し信長と通じた。

勝頼がこの義弟（勝頼の妹、真理姫の夫）を討つべく２０００の兵を差し向け闘ったのが鳥居峠である。

しかし、木曽福島に根城を構える義昌は地の利を活かし、織田信忠の援軍を得て是を撃退する。

武田側の死者、５００名余がこの谷に葬られたという。

勝頼は「身から出たさび」と言おうか姻戚の筆頭であった小山田信茂や穴山梅雪などにも次々と叛かれ１

５８２年３月１１日（奇しくも３・１１だが）に目指した天目山の手前、田野の地で自害、武田は滅んだ。
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だが、信長は最後に「主君を裏切るとは」と小山田を処刑し、穴山は信長に恩賞をと出向いた時に本能寺

の変が起こり、逃げ帰る途中で野盗に襲われ落命。（義昌の評判は木曽では高く、甲斐では良くない）

さて、木曽義昌は、戦功として安曇・筑摩の２郡（安筑十万石）を新たに加増され、深志城（後の松本城）

に城代を置いて松本地方経営の拠点とした。

しかし、その３ケ月後に本能寺の変があり、信濃国内も新たな支配権を巡って混乱、深志の旧領主、小笠

原氏が越後の上杉景勝の助勢を得て,旧臣の蜂起を促した結果、木曽義昌は深志城を奪われ、本領木曽へ撤

退した。

木曽を支配する義昌はその後、秀吉と家康の狭間で翻弄され、遂に徳川配下を命ぜられて、下総国阿知戸

（千葉県旭市網戸）１万石に移封され、木曽谷を退くのである。

義昌は失意のままに同地で亡くなり、墓所は旭市の東漸寺にある。

・ 旭市は町村合併で出来た市だが「旭」は義仲の「旭将軍」から採ったと聞いた。

・ 中原兼遠が「鎮神社」を勧請した香取神宮と旭市はそれほど離れていない。

・ 木曽福島の大通寺の境内には信玄の娘、義昌に嫁いだ「真理姫」の供養塔がある

歴史の不条理と偶然を追い求めて、大分遠回りをしたようだ。

３）奈良井川と木曽川の分水嶺

峠に着いた。雪がまだ少し残っているところが何とも言えない。

木祖村の説明板には「木曽郡の北東鉢盛山と木曽

山脈の主峰駒ケ岳との間を連亘（れんこう）する

山脈が中山道によって横断されるところが鳥居

峠で木曽路の北端楢川村と木祖村の境にある。海

抜１１９７米の峻嶺で木曽川と信濃川の上流の

奈良井川の分水嶺をなしている。・・」とある。

言われなくても分かるのだが、此処に立つと改め

＜鳥居峠の小屋、雪が残っていた＞ て木曽駒の北西面を源流とする奈良井川と御嶽山

の南西面からの木曽川が南北に、それぞれ、その定められた方向を求めて流れ下るのだと実感さ

せられる。雨粒の落ちた所がほんの１０センチ違うだけで行き着く先が日本海でもあり太平洋

でもあるのだから、その運命と定めに厳然とさせられるのだ。

“ひばりより うえにやすらふ 峠かな（芭蕉）

なんて風情ではないな。当方にそんな感受性がないということか。宮川宗匠の不在を惜しむ。

“鶯の 目覚めはまだか 雪を踏む（四郎） 初音（ネ）を上げるのは当方か。

＊ ところで、この句は１６８８年、芭蕉が吉野山の桜を訪ね、高野山、和歌ノ浦、奈良を経て

須磨、明石への途中、３月２１日頃、奈良の多武峰山・467 米（談山神社のある辺り）で詠んだ

ものという。（「笈の小文」に所載。此処だけは「雲雀より 空にやすらふ 峠哉」となっている。

この年の秋、芭蕉は確かに門人・越智越人（おちえつじん）を連れて、更科の月を愛でるため信

濃への旅に出、鳥居峠も越えたが、この「更科紀行」には「雲雀・・」の句は乗っていない。
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（俳聖、芭蕉翁はあっちこっちから引っ張りだこで大変だ）

＊ 鳥居とは何か？（ああ、また悪い癖！！）

生半可にこれにかかわると、それこそ「神隠しに会う」だろう。

「鳥居の内側は神の宿る神聖な場所を現し、これをくぐることで神の霊威をいただく」のだという。

神様にも我々の住居と同じように入り口に門がある。門・入り口は天国にも地獄にも何処にでもある。

鳥居の起源には諸説あるが、木と木を縄で結んだのがその始まり。古くは「於不葦御門」（うえふかずのみ

かど）と称して、奈良時代から神社建築の一部となり、８世紀頃、現在の形になったと言う。

日本での定説は、天照大神を天岩戸から誘い出すための「常世の長鳴き鳥」にちなみ，神前に鶏の止まり

木を置いたのがその起源だそうだ。（＊神にまつわることだけに神話が出てくるのは不思議ではない）

しかし、世界各地には類似のものがいろいろあり、考古学的には確かなことは分かっていないらしい。

インドでは仏寺のトラナ、中国の牌楼、朝鮮の紅箭門など。

興味があるのは中国の雲南とビルマ国境に住むアカ族（中国ではハニ族）の「村の門」・ロコーンである。

「バトオービー」、「精霊の門」という村の入り口の門では上に鳥らしき彫りものがあり、これが長江流域

の稲作文化とともに日本に入ってきたのではないか・・という説。

因みに、「吉野ケ里遺跡」ではムラの入り口に鳥居の原点なるものが復元されていて、これは１本梁でその

上に鳥が乗っているそうだ。（・・・これ以上、神の領域に深入りするのはやめた）

まあ、何処から？その起源は？の詮索は兎も角、日本には何十万という鳥居があり、我々古い世代はそれ

をくぐると何となく神の領域に近づき、威儀を正すような気持ちになるよう育てられてきている。

礼拝をする、拍手を打つ、鈴を鳴らす、・・心の中の神を追い出す必要はあるまい。

（＊立小便や不法投棄を防ぐのに「鳥居」が画かれているところもあるらしい。効き目はまだあるのかな）

４）お六櫛、薮原の特産

道草が過ぎたようだ。峠を下ろう。鐘を鳴らし熊に合図、栃の大木群を見上げ、膝に来ないよう

に願いながら、緩やかな道を下る。雨は小止みになった。

薮原集落の入り口で初老？の婦人に出会う。

7 人ものウオーカーに“ご苦労なことだ・・”と言わんばかり

の表情。“私は小さい頃、姉が奈良井に嫁いでいたので峠を越

えてよく行ったものですよ”と「ねぎ」がはみ出した袋を抱え

て坂を登ってきたこの小柄な「おばさん」には恐れ入った。尾

張藩の「御鷹匠役所跡」、「飛騨街道分岐点・おいわけ」を過ぎ＜佐薙が買うのか？眺めている＞

ると「薮原宿」、伝統工芸品「お六櫛」の生まれたところだ。

数軒の店が看板を出している。今時、櫛？広重の浮世絵なら主役だろうが、洋服、パーマの時代、

滅多にお目にかからない。

治郎の薩摩では娘が誕生すると「ツゲ・柘植・黄楊を植えて、櫛を造り嫁入りのとき持たせた」

と聞いたが今はどうか？

「お六櫛」の由来は「持病の頭痛に悩んでいた村娘お六が、治癒を祈って御嶽山に願をかけたと
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ころ、ミネバリで櫛を造り、髪をとかしなさいというお告げを受けた。お告げの通りに櫛を造

り髪を梳いたところ、これが治った。ミネバリの櫛の名は広まり、造り続けられることになった」

というのが（他に大きさが六寸だったから、など諸説はあるそうだが）有力説。

＊ ミネバリ・峰棒という木、別名オノオレ・斧折、オノオレカンバ・斧折樺。

漆の木と同じでこれに興味がある。

兎に角硬いらしい。日本産の樹木ではイスノキの心材に次いで重い。

成長が遅く、１ミリ太るのに３年かかると言われ、それだけに目の詰まった木質は印材やソロバン玉、ピ

アノの鍵盤などに使われてきた。硬さに加え独特のネバリがあって、精緻な梳き櫛の材料として他のどん

な材料より優れている。

鳥居峠にミネバリの幼木 2 本、木祖村の説明版を首にぶら下げてスリムな樹姿を見せているのを松尾のカ

メラは捉えている。

樹高１５米、太さ６０Cm になると言うがどれだけの年月が掛かる

のか。この成木は伐採されて原木のまま３年，板取りした状態で１

０年は保存されたあと加工されると言う。

特殊な鉋や鋸で一寸の幅に２９～４２本の歯で挽かれ、最後に「ト

クサ」という植物のヤスリで仕上げる。（子供の頃実家の花壇にトク

サが沢山生えていてよく爪を磨いたものだ）

ミネバリの成長から職人の手仕事、気の遠くなるような時間と手間

＜ミネバリの幼木・何才かな＞ がかけられて出来上がる。

木祖の自然に根ざした根気と技巧の産物だが、漆器以上に絶滅危惧種？とならないよう祈りたい。

５）「・・巴の慕情淵に渦まく」

木曽の谷に抱かれ、語り継がれて来たものは矢張り義仲・巴御前、その末裔で武田に屈しなかっ

た木曽義昌、皇女和宮降嫁、島崎藤村などであろうか。

木曽では義仲は「義仲公」だ。（甲斐での信玄公と同

じ）藪原宿を超えて宮ノ越宿に近づくとさながら「義

仲郷」である。

芭蕉ならずとも

「世間知らずの不

器用・不運な勇

者？」に、想いを

＜渦を巻く巴が淵・巴御前は 巡らせて見るか

この淵に住む竜神の化身とか＞ 淵のほとりに碑あり、

“粟津野に討たれし公の霊抱きて巴の慕情淵に渦まく”

とある。 ＜慕情の碑・千村春潮 八十二翁＞

大変に共感を覚える。（＊作者の千村春潮氏については２６頁参照）
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淵を見下ろす東屋で休憩、佐薙から「木曽福島まで、あと１０Km、３時間余、自信のないもの

は JRの駅が近くにあるが・・」と念押しされ、自己申告を求められた。

予てから「聴講生、部分参加」を自認し、今回も木曽福島駅に５時までに着かないと東京に戻れ

ないと気にしながら峠を下って来た克ちゃんが「宮ノ越」で電車に乗ると表明、この分じゃ５時、

木曽福島は無理と判断したか。 治郎、寛二、四郎はどうする？！３人は暫し沈黙の後、お互

いを頼り？にしながら頑張る、・・と返答(あまり力強いもので

はなかったな)

我慢、不安を余儀なくされている佐薙の期待には反したか！？

淵から流れ出る木曽川を渡る。元服後の義仲が住んだと言う・

義仲館跡、平家討滅のため兵を挙げた「旗挙八幡宮」には寄ら

ず。どうやら胃袋充足に気も足も向いているようだ。

＜巴ケ淵から流れくだる木曽川＞ 地域のおばさん達が交代で切り盛りしている食堂にありつ

く。今年は何と２日前から営業開始したばかりだそうだ。

それは、｢徳音寺｣（義仲の菩提寺、巴御前や義仲の母・小枝（さえ）御前の墓もある）や義仲の

一生が語られている「義仲館」の横にある、どうやら当地で唯一の食事処のようだ。

蛭川夫人が何処かで「五平餅」を仕入れていて、配給

してくれた。松尾はカメラで忙しく、土地名物への評

価を行う間がなった。

克ちゃんは此処で腹ごしらえの後、隊列を離れた。

（＊五平餅は神に捧げる御幣に似ているところから、

この名がついたとか五平、或いは五兵衛という人―樵

とも猟師とも大工とも言われるーが飯を潰して味噌

をつけて焼いて食べたのが始まりという伝承もある。

粳米を柔らかく炊いて潰す。醤油、または味噌に胡

麻、胡桃、エゴマなど油脂を含むタレを造り,これを

塗って、香ばしく焼き上げる。

エゴマをベースに醤油と砂糖で仕上げるのは木曽から ＜昼食に何思う？克ちゃんと五平餅＞

飛騨地方にかけての特徴だそうだ。

いずれにせよ、江戸時代中期頃に木曽・伊那地方の山に暮らす人々によって作られていたものが

起源と言う説が濃厚である。米が貴重な時代、ハレの食べ物として祭りや祝いの場で捧げられ食

べられていた。昔は貴重品、今日では地方の珍品。食に無頓着な小生、哀れにも東海道中の豊橋、

「きく宗」の豆腐を串刺しにして味噌をつけて焼いた田楽に似ているわい、秋田の「きりたんぽ」

もこんなものか、くらいしか思い及ばなかった）

＜木曽に来たのだから・・＞
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この谷を歩いて実感するのは「義仲の谷」ということである。

特に「宮ノ越宿」日義村は義仲が育ち、巴と共に生き、平氏打倒の旗挙をしたところである。

義仲の菩提寺・徳音寺に「義仲公和讃」と言うのが掲げてあった。

八百年祭・３０年ほど前に造られたものか。その文言は：

「朝日将軍義仲公 粟津の原の露と消え星霜ここに八百年 清き山河に育まれ 情けの厚い人となり 驕

る平家を打ち砕き天下の武人となり給う。けがれを知らぬ好野人 冠位装束沿いかねて花の咲く間も夢の

中 覚めて身にしむ瀬田嵐 されど朝日の名と共に木曽の深山を照らしきて 根雪をとかし故郷の野辺の

緑を炎すなり」とある。

この「讃」からは木曽の人たちの義仲に対する思いが痛く伝わってくる。

そしてそれは８００年後の今日まで、巴ガ淵の「慕情之碑」（詳細は後述）にも見られるように延々と受け

継がれていることを現している。（＊巴とは人の魂の意、人魂の渦巻き、幽霊みたいで気持ちが悪かったな）

ここで寄り道をする。学問的なこと、纏ったことは言えないが、断片的に思い浮かぶことを記したい。

＊中原兼遠、義仲育ての親、樋口兼光、今井兼平、巴御前の父親

義仲は河内源氏の一門で源義賢の次男として武蔵国の大蔵

館（現埼玉県比企郡嵐山町）で生まれたとする伝承がある

が義賢の住んでいた上野国多胡郡の可能性もあり、確かな

ことは分からない。幼名は駒王丸、２歳の時、父義賢が義

朝（義仲にとり伯父）との対立でその長男・義平（義仲に

とっては従兄弟）に討たれ、義仲も殺害されるところだっ

たが、畠山重能や斉藤実盛らの計らいで信濃国へ逃れたと

＜義仲の菩提寺・徳音寺＞ 言う。

鎌倉幕府の事跡を記した「吾妻鏡」によれば駒王丸は乳母父である「中原兼遠」の腕に抱かれて信濃国木

曽谷（現在の長野県木曽郡木曽町）に逃れ、兼遠の庇護の下に育った。

この中原兼遠の娘が巴であり、息子が粟津ケ原で最後まで行をともにした今井兼平である。

彼らは文字通り兄弟姉妹であり、彼らの勉強のため兼遠が京都の北野天満宮を勧請したのが「手習天神」

である。

（此処で駒王丸が木曽に匿われたいきさつ、不思議な運命のアヤについて若干触れよう）

義仲の父・義賢は１１５３年、兄・義朝が下野守に任ぜられ、南関東

に勢力を伸ばすと、父為義の命もあり、義朝に対抗すべく北関東へ下

り、上野国多胡を領して、武蔵国の最大勢力である秩父重隆と結び、

その娘を娶る。そして武蔵国比企郡大蔵（現埼玉県比企郡嵐山）に館

を構え、近隣国まで勢力を伸ばす。

父為義は源家の嫡流が代々受け継いで来た重代（ちようだい）の太刀

（友切の太刀）を次男の義賢に与えた。どうも義朝の気性が ＜８００年際での義仲公を讃える和讃＞

激しすぎ先々を心配していたらしい。



21

しかし、義朝や息子の義平は承服できず、加えて義賢が北関東へ出てきたのだ。両者間には領地争いも起

こり（＊平安末期の頃、東国では地方豪族や身内の間での領地争いが絶えなかった。工藤祐経に祖父・伊

東祐親、父・河津三郎祐泰を討たれた曽我十郎祐成と五郎時政が１７年後に漸くこれを果たした有名な曽

我兄弟の仇討ちも元々は伊豆・伊東での領地争いが元だった）、１１５５年、義賢は義朝に代わって鎌倉に

下っていた義朝の長男・源義平（別称悪源太、頼朝は３男）と畠山重能に大蔵館を襲われ、義父の秩父重

隆とともに討たれ、「太刀」も義朝のもとへわたる。

（＊義朝はこの太刀の名を大菩薩のお告げにより「友切の太刀」から「髭切の太刀」に改めた。後頼朝へ）

武蔵国大里郡畠山荘（現埼玉県深谷市）の武将・豪族、畠山重能（桓武平氏の一族で畠山氏の祖・重忠は

長男）もまた、父・秩父重弘が秩父重綱の長男でありながら次男の秩父重隆が後を継いでいることに不満

を抱き、源義朝、義平と結んで大蔵館を攻め、叔父である秩父重隆とその娘婿である源義賢を討ったのだ。

更に義平は義賢の子、２歳の駒王丸を探し出して必ず殺すよう畠山重能に命ずる。

しかし、幼子に刃を立てることを躊躇した重能は、密かに斉藤実盛に託し、何処かへ逃すよう頼んだ。

さて、この斉藤実盛は越前国の生まれだが、１３歳で武蔵国幡羅郡長井庄（埼玉県深谷市）の斉藤実直に

養子に入り、この地に本拠を構えていたが、相模国の義朝と北関東・上野国に進出してきたその弟・義賢

との両勢力に挟まれ、当初は義朝に、後に義賢の幕下に伺候するようになった。上述のように、義朝、義

平の急襲で義賢が討たれてしまったので、再び義朝、義平父子の麾下に戻るが、一方で義賢に対する旧恩

も忘れておらず、義賢の遺児・駒王丸を畠山重能から預かり、駒王丸の乳母の夫である信濃国・木曽谷の

豪族、中原兼遠のもとに送り届けた。

（＊何だか、人情ものの芝居のストーリーのようだ、後半もある。）

後々、実盛は保元、平治の乱では上洛し義朝の忠実な武将として奮戦するが義朝滅亡後は関東に無事落ち

のび、その後平氏に仕え、頼朝が挙兵しても平氏方に留まる。平維盛の後見役として頼朝追討に出陣、富

士川の戦いで大敗するがこれは実盛が東国武士の勇猛さを吹き込みすぎたため維盛以下の武将が過剰な恐

怖心を抱いてしまって、水鳥の羽音を夜襲と勘違いしてしまった結果だそうだ。

寿永２年（１１８３）、実盛は平維盛率いる１０万の大軍に加わって北陸に出陣、木曽義仲軍と加賀国の「篠

原で戦い」（倶利伽羅峠の戦い）で敗北、味方が総崩れとなる中で、覚悟を決めた実盛は老齢の身を押して

一歩も引かず、遂に義仲の武将・手塚光盛によって討ち取られた。

実盛は、生まれたこの加賀の地を最後の死に場所と覚悟しており「最後

こそ若々しく戦いたい」という思いから白髪の頭を黒く染めていたため、

首実検でもすぐには実盛本人と分からなかった。そこへ実盛から親しく

育てられてきた樋口兼光（中原兼遠の長？男）が呼ばれた。

兼光はこの首を一目見て「あな、無慚やな、これはまさしく実盛殿」と

号泣した。かって兼光は実盛から「六十になっても、戦に向かう時は

＜斉藤実盛の首を洗ったという 髪を染めて若やいで行きたいものだ・・」と聞かされていたのだ。

篠原古戦場近くの池＞「さもありなん」と義仲が首を付近の池で洗わせたところ、みるみる白髪にか

わり、遂にその死が確認されたという。命の恩人を討ち取ってしまったことを知った義仲は、人目もはば

からず涙に咽び鄭重に葬ったと言う。また、実盛の兜はその地の「多太神社」に納められた。
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“無慚やな 甲（かぶと）のしたの きりぎりす”と

芭蕉は「奥の細道」の途次この地に立って、こう詠んでいる。

斉藤実盛の最後の様子は「平家物語」巻第七に「実盛最後」として一章をなしているという。

そのほか、「源平盛衰記」、歌舞伎（源平布引の滝・実盛物語）、謡曲、人形浄瑠璃等に取り上げられている。

実盛は主君を源義朝―＞源義賢―＞源義朝―＞平清盛―＞宗盛 と変えている。

中小の戦国武将が生き残るために如何に苦悩を重ねていたかが分かる。

（＊ただ、源氏と平氏の争いでは、武蔵国の武将は多く源氏方で名を残している。

「一ノ谷の合戦」で弱冠１５歳の平敦盛の首を取らざるを得なかった熊谷次郎直実・蓮生坊（武蔵国大里

郡熊谷郷）や平家の猛将・平忠度を討ち取った岡部六弥太直澄（武蔵国大里郡岡部郷）、そして義仲の父・

義賢を討った畠山重能（武蔵国大里郡畠山荘）など、斉藤実盛（武蔵国幡羅郡長井庄）のみが平家方・源

氏方と揺れつつ、源氏の木曽義仲を助けて後平家方で７３年の生涯を閉じている。）

[ 義仲のたった３１年という短い生涯に向き合って感ずる幾つかのことを付記する ]

＜ 義仲の生涯、それはあまりにも純朴そのままに朝廷や公家の策謀や思惑に翻弄され、挙句は同族の非

情に没した。芭蕉もこの義仲の不器用な生き方に限りない同情を寄せた＞

（＊１１５５年、２歳の時、叔父・義朝、従兄弟・義平に父を殺され、心ある人達に助けられて木曽の山中に匿われ源

氏の復権を願いつつ、兼光、兼平、巴とともに育つ。１１８０年４月、後白河法皇の３男、以仁王の「平家を打倒すべ

し」との令旨に応えて同年８月、伊豆で旗挙した頼朝に次いで 9 月、木曽、信濃・佐久、小県一帯からの３千騎を集め

て挙兵、越後から北陸へと攻め上る。

１１８３年５月、越中国・砺波山の倶利伽羅峠の戦いで平維盛率いる１０万の大軍を奇策（牛の角に松明、古く中国に

先例があるらしい）を用いて撃破、平家を西国に追い落とす武功を挙げ、破竹の勢いで越前、近江を経て京都に入る。

勲功の第一は頼朝、第２は義仲・・と議定され、相応の位階（従五位下）と任国（左馬頭、越後守）が与えられた。同

時に都の取り締まりが義仲に委ねられた。

しかし、哀れにも義仲は都の文化？に全く無知で不慣れ、つい王位継承に干渉し、殿上のしきたりに沿わぬ言動、そし

て命ぜられた都の治安回復に失敗（各地からの混成軍は義仲の統

制の限界を超えていた）するに及んで、朝廷、公家達から疎んぜ

られ,遠ざけられ、遂に邪魔者として排除される。

この機に頼朝は朝廷に取り入り、朝廷は遂に「義仲を打つべし」

との命を頼朝に下す。今や義仲の敵は平氏ではなく平氏打倒に

共に戦った同族の源氏となってしまった。彼は、攻め来る源範頼、

義経の軍と戦うが利なく、なおも付いてくる巴を戦場から離れさ

せ、生涯の友、今井兼平他たった 5人と共に果敢に戦い、近江国 ＜義仲館前庭の義仲と巴御前の像＞

粟津ガ原の露と消えた。）

そこで

＜朝廷の権威やそれを取り囲む公家集団はどうして、何時からそれだけの力を得たのか？
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それは律令制国家を組み立て挙げた精緻な仕組み（法、位階、役職、身分、など）にある、と考える＞

武士は戦う武器を持てば最強の力を持っていた筈なのに何故？衣冠装束、烏帽子をかぶりお歯黒を塗り、笏（しゃく）

なんていう板切れ？を持ったいわゆる公家・殿上人の前では跪かざるをえなかったのか？！不思議な世界だ。

途方もなく大きいテーマだが、これは日本という国の形成・構築と不可分と言えそうだ。

古墳時代（３世紀末～７世紀）、この国はそれぞれ地方に豪族が分立、その地域を支配して来たが、大和の豪族達の連合

政権が力を結集して、地方の豪族を次第に支配下に入れるようになる。大和豪族に服属した地方の豪族は、大和の政（王）

権からその地方の長官に任じられ、「国造・くにのみやっこ」として統治した。（6 世紀の頃、国造の統治する国・地域

は１３０ほどだが、地方支配の実態はあまり明らかにはなっていない）６～７世紀にかけて大和政権では複数の豪族の

中から、「大王・後の天皇」（天皇と呼ばれるのは 7 世紀、それ以前は大王）と呼ばれる特定のリーダーが急速に確立さ

れていった。そして６４６年の「大化の改新」は「私有地、私有民の廃止、国・郡・里制による地方行政権の朝廷への

集中、戸籍の作成や耕地の調査による班田収受法の実施、調・庸など税制の統一」、など中央集権国家形成の出発点とな

った。続く７０１年の大宝律令、７５７年の「養老律令」などにより、日本は強固な律令制国家（「国造」が統治してき

た大・小１３０ほどの地域・国は６６＋２島に整理、統合）として、その形、仕組が造り上げられた。

これは「大王・天皇」を中心とする国の統治の骨格からその詳細に至るまで実にきめ細かく組み上げられていった。

一例だが中央豪族らは６０３年に始まった「冠位１２階」により、官人として再編成され、大宝律令のもとで旧来の豪

族は位階に応じて序列化された。更に、位階は細分化され、「親王、内親王は４階（１品～４品）」、「諸王１４階（正 1

位～従５位下）」、「諸臣３０階（正１位～小初５位下）」の如くで３位以上を「貴」、4,5位は「通貴」で、「貴」は貴人を

意味し、「通貴」は貴人に通ずる階層を意味し、これら「貴」「通貴」及びその１族を「貴族」と呼んだ。彼らは「天皇

の政治を補佐」する者として言わば殿上に居り「殿上人」で、後の「武家」に対する「公家」である。

厳然たる身分制で、武士は言わば昇殿の出来ない身分、まさに物理的な力よりは権威、知恵、仕組みによる力である。

小生は、この国造りに中大兄皇子（後の天智天皇）と諮って「大化の改新」を成し遂げた「中臣鎌足・藤原鎌足」の知

恵に感心する。中臣鎌足は「常陸国・鹿島神宮」の神職の生まれと言われている。（小生はこれを素直に信じたい）

「中臣」とは「朝廷の祭祀」を担当する氏族である。

彼は「天皇を神とのつながり」で位置付け、権威付けようとしたので

はないか。日本での初めての歴史書「古事記」（712年）や「日本書紀」

（720年）を書くべき方向付けもしたと思える。

日本には古来、自然神を恐れ、信ずると言う濃い土壌があった。

それをもとに「高天原の天孫降臨」という神と人・天皇を結ぶ天才的

なストーリーを組み立てたように思える。（そもそも天地創造は洋の東

西を問わず、似たようなものだが、その後に作られた神様の種類、

＜常陸国の鹿島神宮・創建は紀元前 660 年＞ 系譜は膨大、よく整理、序列化したものだ。我等の先祖は頭がいい）

更に天皇は仏教においても、寺院を建て、供物をし、祈願を捧げる主役でもあるのだ。

このように築き上げられてきた天皇の権威は時代の状況によって強弱もあり、揺らいだこともしばしばあったが、９４

０年に起こった悪評高い「将門の乱」（中央・朝廷の任命した律令制下の地方の統治責任者・国司を勝手に追放して新た

に任命、関東７ケ国と伊豆に新国家を樹立し、自らを「新天皇」と名乗った）の平将門でさえ、「京の天皇」（朱雀天皇）

を否定せず「本皇」と呼んだと言う。朝廷の揺ぎ無い権威と言えようか。
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小生には、この天皇の権威が長年にわたって維持されてきたもう一つの理由はこの国がほぼ単一民族であると言うこと

にもよると考えるがどうであろうか。

＜本格的な武士の時代を作ったといわれる清盛（平氏）も頼朝（源氏）も共に悲しく思える。「平家物語」、

琵琶法師が語る平氏の栄華と没落、それを実現した源氏の鎌倉幕府はたった３代・３０年の天下、栄枯盛

衰は世の常ながら、あまりにも哀れである＞

平安時代末期とはどんな時代か。

それは、藤原氏の摂関政治が専横を極め、律令制の崩壊を招き、朝廷や、貴族・公家の間での争いが絶えず、武士が台

頭した時代と言える。

仏教が持ち込んできた「末法の世」の思想も社会の不安、混乱の背景にある。

（＊「正法」、「像法」、「末法」は、釈迦入滅から 500～1000 年は正しい教えが行われる時代、次の５～１０００年は教

えは存在するが正しい修行が行われない時代、そして仏教が衰える暗黒の時代。その「末法の時代」が１０５２年に始

まっていると言うのだ。何だかそれから５００年刻みで繰り返されると、今がまた「末法の時代」に入ってしまうが・・）

政治も社会も混乱し、人々は「この世より早くあの世へ、極楽浄土へ行きたい」と望むようになっていた。

朝廷や貴族の警護・番犬程度の位置づけだった武士、なかんずく源氏や平氏が台頭する（＊平安時代の初

め頃から数十人に及ぶ天皇の子供、皇子達に相応の地位を与えきれなくなり、第５０代・桓武天皇は多く

の皇子達に「平」の姓（かばね）を賜り臣籍に下した。同様に５４代清和天皇も「源」の姓を賜り、続く

何代かの天皇もそれを踏襲、その子孫は全国に拡がって行った。墾田を開き、荘園を、管理・防衛し、地

方ごとに支配力を強化して行った。中でも桓武・平氏、清和・源氏はその本流をなした。

事あるごとに「我こそは○○の嫡流・・」等とその出自を名乗り、誇りとし、勢力を競った。

（＊常人離れ？の信長さえ、「織田上総介平信長」と名乗ったそうだ。徳川家康は時宗の遊行僧・徳阿弥の

９代目と言われるが、我は「清和源氏得川氏の末裔」といい、甲斐の武田は「河内源氏の源頼義の３男・

森羅三郎義光を祖とする」と言い、西国、毛利氏に至っては、出自を、時に平氏、場合によっては源氏を、

そして藤原氏すら名乗ったという。系譜まで作為するほど値打ちがあったのか、いい加減だったか。尾張

国・中村の百姓の生まれの秀吉は流石にどうしようもなく近衛家の猶子（養子）にしてもらって関白にな

った。何れも並々ならぬ努力だ）

やがて、源氏と平氏は朝廷や公家の間の抗争にくみして、武家と

しての力を争うようになる。

１２世紀半ばの「保元・平治の乱」はその典型であろう。

（＊１１５６年の保元の乱（崇徳上皇、藤原頼長対後白河天皇、

藤原忠道の対立。それに一族を割っての平忠正、源為義対平清盛、

源義朝）では後白河天皇側が勝利、清盛は叔父の平忠正を、義朝

は父の為義を自らの手で処刑せざるを得なかった。 ＜琵琶法師が吟ずる平家物語、転載＞

その３年後、１１５９年の平治の乱では、宮中で勢力を著しく伸ばしてきた藤原通憲（信西）を排除せん

と藤原信頼が起こした争いに、清盛と義朝がそれぞれ別れて争い、清盛が勝利、義朝は敗北、舅の長田忠

致（ただむね）を頼って東国へ落ち延びる途次、その舅に尾張で討たれる。

頼朝、牛若（義経）たちは清盛の母・池禅尼の懇願により助命され、頼朝は伊豆へ、義経は鞍馬へ預けら
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れる）

平治の乱で勝利した清盛・平氏一門のその後２０年間の躍進は目を見張るばかり、遂に１１６７年には「太

政大臣」へ昇進、娘・徳子を高倉天皇に嫁がせ、皇子が生まれるとすかさずその３歳の孫・安徳幼帝に譲

位させ、自らは「外戚の権」をほしいままにする。

いわば位人身を極め、「平氏にあらずんば人にあらず」（平時忠・清盛の妻・時子の弟）と栄耀栄華をほし

いままにした。

しかし、この振る舞いは当然に朝廷、公家の中に不満を生み、遂に１１８０年、後白河法皇の第三皇子、

「以仁王」が全国に拡がる源氏に対して「平家を打倒せよ」との令旨を発する。

雌伏のときを重ねてきた源氏にとってはまさにこの時に、頼朝、義仲、義経・・源氏一門が全国で呼応し

て平氏打倒の旗を揚げる。

１１８０年の富士川の戦いでは総大将・平維盛率いる平家軍は「鳥の羽音」に戦わずして敗北。公家化し

た平家軍は坂東武士には到底歯が立たなかった。

清盛は長男・重盛を喪っていたので次男・宗盛を総大将として東国への再攻撃を準備中に奇妙な高熱（マ

ラリア説あり）を発し、５日後、「・・ただ一つ無念は兵衛佐（頼朝）の首が見られなかったこと。・・俺

が死んでも供養するな。堂塔も要らん。すぐに兵を挙げて頼朝の首をはねて墓前に供えろ。是が一番の供

養と思え」との遺言を残して、１１８１年２月４日に没する。（＊頼朝の首を上げられなかった平氏、清盛

の墓は未だに何処か分からないらしい）

強力なリーダーを失った平氏は１１８３年、倶利伽羅峠の戦いで維盛率いる１０万の軍勢が木曽義仲軍に

壊滅的惨敗をきっし、遂に「３種の神器」と「安徳幼帝」を擁して西国へ都落ちとなる。

他方、義仲の勢いを恐れ嫌った朝廷は義仲排除の意向を頼朝に伝え、源範頼、義経に義仲を討たせた。

１１８４年１月２４日義仲は、近江・粟津が原で没した。範頼、義経軍に追われる平家は一の谷、屋島、

そして長門国・壇ノ浦へと落ちて行き、１１８５年３月２４日,かの地で一族殆どが海の底に沈んだ。

（＊平家の七盛塚・平有盛、清經、資盛、教經、經盛、知盛、教盛）

他方、一族の総力で源氏の世を取り戻した頼朝はその後、間もなく平家

追討に功績のあった源範頼を謀反の疑いありとして、伊豆で殺し、義経

が相談もなく朝廷から官位を貰ったとして、奥州・藤原氏に身を寄せて

いた義経を藤原泰衡を通して自害させた。（＊清盛の母・池禅尼に命を

助けられた頼朝はその恩義を生涯忘れず、平頼盛（池禅尼の子、清盛

＜長門国・赤間関の赤間神宮 の弟）一族を平家追討の対象外としたそうだが・・）

境内の平家一門の供養塔＞ 平家の一門の栄華とその没落、滅亡を仏教の因果観・無常観を基調とし

て描いた｢平家物語｣（承久・１２１９～２２年～仁治１２４０～１２４３年の間に成立）の冒頭、「祇園精

舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理を表す、驕れる人も久しからず、た

だ春の夢の如し、猛きものも遂には滅びぬ、偏に風の前の塵に同じ・・」と琵琶法師が語るとき、人々は

深く人の世の哀れさを感じ取ったに違いない。

「武士の世」を開いたと言われる頼朝の鎌倉幕府も、平家討伐に功績のあった一族を冷酷に死に追いやっ

た報いか、頼朝、頼家、実朝（鎌倉八幡宮の銀杏の陰に隠れていた頼家の子・公暁に殺された）のたった
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３代・３０年で終わった。これまた哀れである。

無常観を基調とする鴨長明の「方丈記」（１２２０年）、また然りである。

人々を不安に陥れた「末法の世」は仏教の世界に道元、親鸞、日蓮など真剣な求道者を生んだ。

１２００年代、半ばの頃である。

今日、未曾有の国難にあって、身命をとして国難から衆生を救う求道者が現れぬものか！！！

＜巴が淵にあった「粟津野に 討たれし公の 霊抱きて 巴の慕情 淵に渦巻く」 の「慕情の碑」は

８００年前、木曽が生んだ破天荒な武将の名誉を快復し、その功績を讃えようとする日義村の人達、殊に、

この地に生まれた誠に多能・多才な御仁の厚い情熱によるものであった＞

経緯についてふれる。

「巴が淵」の辺に立つ碑には「千村春潮 八十二翁」とあった。（１８頁の写真参照）

この３１文字には大いに共感を覚えたがさて、この人は誰か？

例によってあれこれと当たってみたが判然としない。辛うじて「明治の頃、木曽代官の家来で、この地を

治めていた１１代当主で、島崎藤村の実兄と共に私財を投げ売ってこの村の山林確保に尽くした千村喜又

と言う人」を見付けた。しかし、千村春潮氏にはどうも繋がらない（＊千村姓は下総国阿知戸で没した木

曽義昌の末裔という。宮ノ越には千村氏の屋敷を立派な展示館したものがあったが我らは素通りした）

探しあぐねた末に恭兄が「旅籠を探す手法」を真似て「木曽観光連盟・事務局」に問い合わせた。

先方もかなり汗をかいたようだったが、千村春潮氏の息子、千村洋一朗さんを探し出し連絡を取ってくれ

た。

洋一朗氏は東京都の教育庁勤務の後東京女子体育大学で教鞭をとられて

おり、平成１６年に父・千村春潮（春雄）氏の生涯について「木曽路のお

じいちゃん 千村春雄―木曽路の半生」なる著書を出版されていた。

当方から「粟津野に・・」の碑に大変共感を覚えたと話したら洋一朗氏

は「父の碑に眼を留めてくださって・・」と大喜びで、早速、上記の自書

を送ってくださった。

この著書から概略を書こう。

千村春潮（春雄）氏は明治４０年に日義村で出生、兵役で中国に出征、騎

兵軍曹。終戦までは名古屋の三菱重工で戦闘機生産に係わり、戦後は片倉

＜木曽路のおじいちゃん 工業などに勤務の後、６７歳で故郷の日義村に還り、元気で活躍平成１６

千村春雄―木曽路の半生＞ 年、９６歳で没した。

兎に角、多才な御仁で、２０件の実用新案特許を初め優れた発明・発見で科学技術庁長官賞を２度も受賞

するなど、多くの発明、考案を生み出したエンジニアーであると同時に、漢詩、絵画、彫刻、漆工芸など

多趣味で且つどれも素人の域を超えていたようだ。

そして、常に前向き、「もう高令だからではなく、まだこの年齢だから・・」という生き方で、介護保険の

「要支援」の認定を受けたのは９５歳だったというから別格というべきか。

この人が、故郷、日義村に還ってからの２９年間、力を注いだのが「義仲の名誉回復、功績を讃える」活
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動だったようだ。

何だか高齢者の生き方の見本のような話になってしまうが、

「体力、気力、柔らかい頭脳と旺盛な好奇心の持ち主の恭ちゃ

ん、スケッチやカメラなど、多趣味で器用な寛二兄貴、句作、

地酒、ボタニストの宮さん、敬老会のリーダー、絶えずコミュ

ニテイの活性化に尽力を続ける治郎殿、博学、古今東西の世情

に精通の克ちゃん、そして五体不満足、我等が束になってかか

っても適いそうもないお方に出会ったもの」との感を深くした。

ただ、千村春潮翁が「七笑」をどれだけ愛したか？ ＜「巴御前出陣の図」千村春雄画 は

は確認できなかった。 「官製はがき」に採用された＞

＜街道歩きからは随分外れて寄り道をしてしまったものだ。こんなにゆっくりと過ごしたのだ

から、これからの足取りは？＞

６）中山道の中間点、良くぞ来た！

江戸へ６７里２８町（約２２６Ｋｍ）、京へ６７里２８町、遂に半分来たか。２０１０年１１月

１７日、メンバー全員が揃って日本橋

を出発した。そして、昨年３月には未

曾有の大震災、今年、４月１３日、「是

より南木曽路」

に足を踏み入れ、４月１４日、中間点

まで来た。

松尾のカメラは１４日１４時１３分

を記録している。

＜中山道・中間点の標識と説明板＞ 合計１４日、所要時間正味約８０時間、

歩数約４５万歩、松尾の写真は１０００枚を越えよう。（恭リーダーの公式記録は末尾の掲載）

７）あれあれ？！おかしいぞ。

右の写真、鳥居峠、似たようなスタイルだな。

「木曽路の峠はもうすぐ、八十路の峠は既に越えた」

が元気そうに見える。

初参加の蛭川君が「オーション会の皆さんは元気、元

気・・」なんて、激励してくれる？ものだから、つい

舞い上がってしまうところがあるらしい。

松尾のカメラは「カラ元気」も、写してくれるのかな？

（世にお世辞でも“うれしい”、とは言うが）。 ＜鳥居峠・中の茶屋付近・元気そうだ＞
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中間点を過ぎて天神川（＊小生の故郷は天神山村

だった）を渡り、手習天神（＊中原兼遠が義仲、巴の

勉学のために京都の北野天満宮を勧請）を石段の下か

ら拝んだあたりから、「積荷が片寄り始めた」ようだ。

“今日もまた 友は傾く 右へ右へと”（恭）

「だから、「巴が淵」で確かめただろう！想定内じ

ゃ！”と・・」コリャ厳しいや。

右は木曽川の奔流、左は国道１６号で車は頻繁、ど

＜右と左でバランス？＞ ちらに倒れても大変。

「連れならん 友は傾く 我もまた」（詠人不知）

屁理屈のこじ付けは通用せんぞな！。

後ろを歩く初参加の御仁の思いは如何に？これで・・？？褒めすぎたかな・・。

浸水は免れ、間もなく木曽福島の関所東門を潜る。内部は幸い？見るほどのものもなく、西門か

ら下って一路、木曽福島宿へ。ああ・・、難破、沈没は免れた！

８）航海すんで「いわや旅館」に投錨

傾いた２艘の船も目出度く夕食のテーブルにつく。

待ちに待った「七笑」で石井左右平先輩に献杯。石井さんは江戸にいても、木曽のこの銘柄を

好まれたとか。

地酒愛好家の恭兄に言わせると「少し甘

口」だそうだ。

松尾が例によって出された料理を丹念に

カメラに収めているが、その中に一品、

「おおいわな・大岩魚」の刺身があった。

これは流石に木曽の特別料理かもしれな

い。（＊普通、我々はローカルの食べ物に

ついては、ああだ、こうだ と質問をする

のだが、どうも此処のサービスには温か

み？がない様で、取り付きにくい感じだ。 ＜木曽福島・いわや旅館の食堂・夕食＞

折から、ご高齢の書家か画家と思しき御仁が別テーブルに陣取っていて女将が鄭重に応対をして

いた。我らのテーブルの近くの壁にかかっていた今年の干支の「辰」はこの御仁の作品だったよ

うだ。

小生、アメリカ滞在の長い恭、治郎を相手に「アメリカ５０州の名前をあげよ」なんて、俄仕込

みの浅知恵で混ぜっ返したりして賑わせたりしたが、一通りの料理が出おわると、サービスの女

性は引っ込んでしまい、「もう１本、七笑」をなどという雰囲気にはならなかった。やはり我ら

には民宿の家庭的サービスが向いているのかもしれない。早く寝ることか。
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[ 3 ]２０１２年４月１５日（日）晴 木曽福島宿、上松宿、須原宿

佐薙、高崎、松尾、蛭川（隆）蛭川（紀）石和田

距離 ２２．０Km 時間 ８H30M（６H50M）歩数３７．５００

８：２０ 福島・いわや旅館発 大通寺（信玄の娘・真理姫の供養塔あり）入り口 中矢沢橋

８：４０ 木曽福島駅 御嶽神社 塩淵 神戸（ごうど）沓掛観音 御嶽山眺望あり

１０：２０ 木曽の桟 桟温泉 休憩

１１：２０ 十王橋 木曽駒ほか眺望よし

１１：３０ 上松宿 寺坂 上松小学校 中沢橋

１２：３０ 越前屋・そばや・昼食（創業１６２４年）

１３：１０ 寝覚めの床 上松中学校 滑川

１３：５０ 小野の滝 荻原一里塚 荻原 宮戸 神明神社 立町

１５：００ 倉本 常夜灯 大沢橋

１６：３０ 須原宿入り口 １６：５０ 民宿「いとせ」着

１８：２０～２１：００ 夕食～

１）今日１日、航海の無事を願います

「船の性能の良さとは、速さや燃費も

さることながらバランス、復元力にあ

る・・」なんて誰かが言わなかったっ

け？治郎殿。

昨日の今日、お互いに、何とか乗り切

ろうね。

木曽福島の関は江戸時代の日本４大関

所の一つ（箱根、鈴鹿、新居）で木曽

谷の中心、集落の道は宿場の本陣を守

るために 「枡形」に幾つも曲がって ＜いわや旅館前、写真が何となく暗いな、前途は？＞

いる。

その一角に「大通寺入り口」があったが通過。此処には信玄が木曽谷を抑えるべく木曽義昌に嫁

がせた娘・真理姫の供養塔がある。義昌、真理姫は下総国・阿知戸（旭市網戸）で没したはずだ

が（１６Ｐで既述）この地に供養塔を建てるとは木曽谷の人達の心が感ぜられる。

２）３大奇橋の１つ「木曽の桟」は何処？見えません！今は物語りのみ。

藤村の「夜明け前」の書き出しでは「木曽路はすべて山の中である。あるところは岨（そば）

づたいに行く崖（がけ）の道であり、あるところは数十間の深さに臨む木曽川の岸であり、・・」

と表現している。

「桟・かけはし・さん」とは、「岨・山の切り立った斜面」に「川を渡るのではなく、崖に沿っ
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て障子の桟のように括り付けられた足場？」みたいなものとでも想像するか。

芭蕉は「更科紀行」の冒頭で「・・高山希峰、頭の上におほひ重なりて、左は大河ながれ、岸

下の千尋の思ひをなし、尺地（せきち）も平らかならざれば、鞍のうえ静かならず。ただあや

ふき煩ひのやむ時なし。・・（＊どうも芭蕉翁、乗馬は得意ではなかったようで、東海道・石薬師

宿手前の杖突坂の「徒ならば・・」でも、悔やんでいる）

芭蕉は１６８８年の秋、信濃国・更科の月を愛でる旅で此処を通り、「かけはしや 命をからむ

つたかずら」と詠んでいる（藤村はこれを意識してか、「名高い桟も、蔦のかずらを頼りにした

ような危ない場処ではなくなって、徳川時代の末にはすでに渡ることのできる橋であった。・・」

と書いている）が、この地を通った時には、この「木曽の桟」はもうなかったはずだ。

＜長野県教育委員会の説明版を抜粋する＞

長野県史跡 木曽桟跡

「・・昔はけわしい岩の間に丸太と板を組み藤つる等でゆわえた

桟であったが正保４年（１６４７）に、これが通行人の松明で焼

失した。そこで尾張藩は翌慶安元年（１１６８）に長さ５６間（１

０２メートル）中央に８間（１４・５メートル）の木橋をかけた

石積みを完成したことが、今も大岸壁の石垣に銘記されている。・・

現在石積みの部分は国道１９号線の下になっているが、ほぼその

＜左岸に桟があった。国道１９号が上を走る＞全貌が完全な姿で残されていることがわかる・・」

明治の初め頃から何回か架け替え、補修されてきた

橋を渡ると、歌碑、句碑、説明版などが賑やかで、

ささやかな公衆便所の小屋があった。

「対岸から、ゆっくりと眺めてください」と案内書

にはあったが、桟の痕跡はなく、木立を通して聞こ

えてくるものは木曽川の瀬音、先ずは休憩。

“かけはしの 名のみ伝えて 幾百年

訪ねし人の 瞼にかかれる“（四）

松尾カメラマンが「もう少し他にも休むところもあろうに！」と名づけた１枚、「公衆便所」、な

んのその、「もう座ってしまいましたよ」、 わかる分かる・・。

３）次の楽しみは勿論！昼食・そば屋です。

雪を頂いた木曽駒、空木など中央アルプス連山を見上げ、そして、いよいよ水量を増した木曽川

を見下ろしながら、緩やかに下る。

春の装いは誠に新鮮で元気ももらえる。

“木曽駒に 宝剣 空木 白き峰”（蛭・紀）

上松宿に入ると「寝覚ノ床」の看板などが眼にとまり、事情通の克ちゃんに聞いた「そば屋」の

様子が気になり始めた。
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街道から「寝覚ノ床」へ下る三叉路に、立場茶屋・たせや、反対側にそば屋・越前屋を発見、蛭

川夫人は、かって、この「たせや」に泊まったことがあるとか。これは驚いた、大ベテランだ。

反対側の「そば」の「越前屋」、呼べど叫べど応答無し？？。

落ち着いて見回すと「寝覚ノ床近く、国道１９号沿いで営業している」とある。

諸兄姉の坂を下る足取りの速いこと、早いこと。

パンフレットなど資料から拾って見ると：

・創業１６２４年、日本で２～３番目に古いとか。

細長い「そば」（そばきり）

は、江戸時代初期、木曽路

の入り口、本山宿で始まっ

たと言うから、約４００年

前、この地で創業、今日

まで途切れず営業、まさ

に看板の「寿命そば」と言うべきか。

・「越前屋・ゆかりの人」として挙げられている名前は、

井伊大老、十辺舎一九、広重、歌麿、芭蕉、藤村、降嫁姫君、

各国諸大名、大岡越前・・などだ。そろそろ、我が「松尾翁」＜何枚も重ねているなあ・・＞

「宮川宗匠」の名前も加えられてよさそうだな。

“身にしみて 大根からし 秋の風”（芭蕉）

越前屋の何処かに書かれているかと見回したが見つからなかった。

しかし、この句は「更科紀行」の何処かで詠んだのは確か。（芭蕉には大根を詠んだ句が幾つか

あるが、これは「秀句」の一つだそうだ）

４）奇勝・寝覚ノ床、不思議な現象だ、木曽の春は形容を越える。

「板状摂理」、自然の造形の妙だ。

そのすぐ傍らに近代の構造物が並存している。

年々の自

然の営み

の素晴ら

しさ。

＜寝覚ノ床の傍らを中央線が走る＞ 気分は上々

足取りはそろそろだが・・。「そばパワー？」で頑張

るべえ！

“花ありて 流れとともに 木曽の路”（蛭川紀） ＜桃であろうか、紅梅であろうか？＞
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５）木曽路の名勝・小野の滝、豊かな木曽の清水（せいすい）を溜める「水舟」

この滝は木曽川本流に流れ込む,。

松尾のこの写真は上手に撮れている。上を黒くよぎっているの

は、実はＪＲの鉄橋である。

此処でもまた、自然の造形の美と近代の文明？とが混在してい

る。

この手前には国道１９号も走っているのだ。狭い木曽谷では

夫々が遠慮しながら共存をはからなければ、自然も人間も生き

ていけない。

木曽谷では至る所から清水が流れ出している。

＜小野の滝、旅人の旅情を・・＞「水舟」は「さわら」の太い幹を刳りぬいた丸木船？１間ほど

の細長く円筒形の水槽に程よく清水が注ぎ、流れ出している様は

なんとも風流である。

須原宿から野尻宿の間にはこの「水舟」（舟形樋）を玄関先に置

いている古風な家が沢山あって「水舟の里」とも言うそうだ。

旅人の喉を潤していたのだろう（明日、たっぷりと拝見しよう）

軒下に佇み、我ら中山道・ウオーカーを労ってくれた？中年の御

仁は“「水舟」は４～５年ごとに造りかえる。サワラは水持ちが

いい。どうぞ、どうぞ・・“と。

小生、あり難くペットボトルを満たさせてもらった。

この地の人達の自然との調和を見せてもらった感があった。 ＜「水舟」誰でもどうぞ＞

（＊須原宿は１７１７年の木曽川の氾濫で流失し高台に移転した。大自然と共生して行くことは

容易ではない。

この地を訪れた正岡子規はこの木曽谷の険しさを、

“寝ぬ夜半を いかにあかさん 山里は 月いつるほとの 空たにもなし”

月が出るほどの空もないとは！良くも言ったものだが・・）

６）民宿「いとせ」、王滝村の３姉妹が心を尽くして

「いとせ」は空木岳を背負い木曽谷に程よい姿を見せている「糸

瀬山」１８６７米から名づけたそうだ。

街道から木曽川を渡り、村一番（大桑村）の体育施設の裏側に

それこそ普通の民家の佇まいで、ささやかに「民宿・いとせ」

の看板を掲げている。

建物はまだまだ新しい。雰囲気はどうか？

＜民宿・いとせ＞ 今回のウオーク、蛭川夫妻とは最後の宿泊となるところだ。
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我ら６名で貸切り、満杯。

料理も満杯、もてなしの心も満杯、話題も満杯・・？

当地の地酒は「中乗りさん」、３晩で３銘柄。

“杉の森 中乗りさんに 七笑い”（恭）

道すがら、松尾が、盛んに：

“３里笹山２里松ばやし嫁ごよく来た５里の道”

と呟いていた。木曾節の一節だそうだが、初めて耳に

する、申し訳ない。（＊“木曽のなあ 中乗りさん・・”

の調子にはどうも乗らないんですけど・・松尾さん。 ＜夕食の雰囲気、満足！料理が手前の

木曾節は何と６００番まであるそうで、１３２番まで 卓で出番を待っている＞

はネットで確認した。松尾の暗記していたのも確かにあった）

“中乗りさん 炉端でろうろう 歌い終え 主人は誇る これぞ正調”（蛭川隆・大妻籠宿？で）

どうやら、今夜の主役は治郎のようだな。

話題は高齢者問題、行政側で社会保障、高齢者問題な

どに長く携わったキャリアー豊富な蛭川夫人とのや

り取り、次元が合致したかどうか？は疑問だが、“老

人会は駄目だ、シニアークラブにすべきだ・・”と

力を込めていたことだけが記憶にある。

名前を変え気分を変えて「会長どの」、ケッパろうね。

（松尾が左の写真のタイトルとしてつけたのは「かく

＜周りはそろそろ聞き流しかな？＞ して会長は多忙である」と言うものだ）

毎朝、豪邸周辺のごみ拾いを欠かさない治郎、「この頃は烏のマナーが悪くなった？？」なんて

言っていた気がする（こんな世の中、烏にだって言い分があろう）が聞き違いかな。

延々と調子の衰えないシニアーの賑わいを居間で聞い

ていた年頃の？御夫人達、何を感じたであろうか。

右の写真、生まれは御嶽山の麓、王滝村、男５人娘３

人。男５人は戦死した人ありその後亡くなった人もあ

り残り少なそうだが、佳子、祐子、征子の３姉妹は元

気で力を合わせて「いとせ」を切り盛りしている。

長女・佳子さんは昭和８年、祐子１０年、征子１４年

生まれだそうで、しかも長女・佳子さんが今でも車を

運転して、買出し、妹達の送り迎えをしておられると言う。 ＜左・征子、右佳子さん＞

治郎さん、「これぞシニアークラブ」。前向きで気分が若々しい。「佳子」という名前がいいのか

なあ。（我ら是まで道中しばしば、旅籠などで同年輩、或いは先輩が活躍しておられる姿に出会

い、感服、元気付けられてきたが、今回もまた然り。松尾が写真に収め謝辞と共に送ったはずだ）
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[ 4 ]２０１２年４月１６日（月）晴 須原宿、野尻宿、三留野宿（南木曽駅・名古屋経由帰宅）

佐薙、高崎、松尾、蛭川（隆）蛭川（紀）石和田

距離 １７．０Km 時間 ５H55M(5H05M) 歩数２９．１００

６：５０ いとせ・朝食

７：４５ いとせ・出発 須原宿（江戸時代の宿場の原風景）「かしわや」、「西尾酒造」・・

８：１０ 定勝寺山門前 橋場 石出観音 伊那川橋

９：００ 天長院 ＪＲ大桑駅

１０：００ 野尻宿本陣跡 ＪＲ野尻駅 野尻宿七曲 二反田橋 読書ダム 蛇抜沢

１１：２０ 十二兼部落 十二兼駅 大休憩・軽昼食 南寝覚めの床

１２：２０ 柿其（かきぞれ）橋 羅天の桟道（柿其入り口～与川入り口）

１３：１０ 三留野宿入り口 三留野宿本陣跡 南木曽小学校入り口

１３：４０ ＪＲ南木曽駅着 南木曽駅～中津川～名古屋経由 帰宅

（蛭川夫妻は妻籠宿、中津川宿目指してウオーク継続）

１）お世話になりました

「民宿・いとせ」の心尽くしに心身をいやされ元気で出発。出掛けに塩飴の「お土産」まで

頂き、これで宿泊料は昨夜の凡そ半分！？ 世の中には不条理？が沢山あるなあ・・。

さて、須原は木曾氏が戦国時代（応仁の乱の後）に、

その中心を木曽福島に移したが、それまでは木曽の政

治の中心だった。それだけに宿内は枡形、出し梁、格

子造りの民家など古きよき風情を残している。

江戸初期には、本陣１、脇本陣１、旅籠２４を擁し、

木曾谷では中規模の宿場であった。

旅籠の「かしわや」には「三都講」（御嶽山参拝の講）

などという看板が残っているそうだ。

＜「いとせ」玄関＞ （「まねき」というらしいが本陣に残されている「○

○藩△△宿泊」の類と同じ。「オーション会様御一行」もあり得たか）

また、地酒・「木曽の桟」などを製造している西尾家

は代々、木曽家の家来で、義昌の時など、大いに武

功を挙げたが秀吉の策謀で義昌が下総国に移封され

たときには付いて行かず、この地に残り、江戸時代

は脇本陣、問屋、庄屋などをかね、宿役人として重

きを成し、その傍ら酒造業を営んできたという。

（木曽の銘酒のリストにある「木曽の桟」を我が愛

飲の友たちが、「杉の森」、「中乗りさん」、「七笑」の

他にこれを賞味したかどうかは確かめていない。 ＜古い民家の軒下・水舟の説明＞
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万葉集・約４５００首の中に酒に因んだ歌が幾つあるか知らないが大伴旅人（大伴家持の父）

が詠んだ１３首の中から１つ挙げておこう。

“いにしへの 七の賢（さか）しき 人たちも 欲(ほ)りしものは 酒にあるらし”

中国・４世紀初めに滅んだ西晋時代の「竹林の七賢人」の話は７世紀～８世紀に生きた大和の歌

人にはちゃんと伝わっていたのだ。文明、文化の伝播の力強さに感服する。甲州道中・北杜市

には「七賢」という酒蔵が「七賢」という酒を造っていた。「賢人と酒」には言うに言われぬ繋

がりがあるようだ）

２）常勝寺、岩出観音、天長院、木曽路の春

恭兄が予習をしてきて「常勝寺は・・」と語ってくれ

たが門前で頭を下げるだけだった。

受け売りを許してもらえば「当寺は木曾３大寺の１つ、

臨済宗浄戒山定勝寺で桃山風の豪壮な建築様式の特

徴を留めた本堂、庫裏、山門、庭園は近世禅宗寺院の

姿を示すものとして、国の重要文化財になっている」

そうだ。建築に強い興味を持つ松尾にちょっと見ても

らいたかったな。

＜常勝時・山門＞

常勝時の坂を下る。程な く「橋場」の集落、伊那川

の橋（かって伊那川の橋 を守る番所があり、この名

がついた）にかかるとこ ろで、いかにも素朴で親切

そうな御仁に路を尋ね る。表札を見ると「寺社下

昇？」とあった。遠い昔 から寺や神社の門前、この

地で生を受け継いでき たのだろう。

“「岩出観音」はすぐ左、 崖の上に建てられた観音

様、是非立ち寄ってください”。聞けばこの御仁、最近定年になったと言うので更に問うと「こ

の近くに IHI の工場があり８００人ほどが働いている」と。この谷で８００人もの雇用か！と

IHI に感謝したくなった。（IHI ターボという会社で、ターボエンジンを製造しているらしい）

木曽の素朴で強靭な心身を見込んで精密なターボエ

ンジンの製作をしているのだろう。素晴らしい。

岩出観音は１００米ほどのところからの遥拝で済ま

せた。（崖の上の建築なら我が上総国には１０２８年

に建立された笠森観音、四方が崖の、おにぎりのよ

うに尖った岩の上に（四方懸という）建てられ、な

かには十一面観音が居られる。此処の岩出観音は馬

頭観音で、いかにも駒の産地らしい。） ＜天長院の石仏、子育て地蔵多く、

木曽川からかなり離れて迂回路のように進むと天長院、 マリア地蔵なんてのもある＞
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「地久山天長禅寺」、臨済宗の寺で１５９３年、定勝寺の末寺として創建されたという。

境内は白い砂岩の庭など禅寺独特の佇まいだが、沢山のお地蔵さんが居られ、なかにキリスト教

風の「マリア地蔵」なるお地蔵さんも居られた。どうやら地蔵が抱いた子供の着物の紐が十文字

になっていることからつけられた様だが、何時頃のことか、違和感？を禁じえなかった。

この地域は須原と野尻宿の中間で「間の宿」とも言われ１９軒もの「立場茶屋」があったと言う

が，いまや、その痕跡はない。

眼にしたものは天長院入り口、公民館風建物の庭、１００坪ほどの広場でカチン、カチンと音を

たて、「ゲートボール」に興じている７～８人の「お年寄りさん」達だった。（＊我がオーション

会にはまだゲートボールの楽しさを味わったものはいない。治郎が「シニアークラブ」なんて自

説を引っさげて話し込むのではと気がかり？だったが、境目の石に腰掛けて休憩、目出度し!）

鳥居峠の北側の春はまだ「眠って」いたが、天長院から JR大桑駅への南向き・下り斜面では木々、

草々が春を謳歌していた。

まさに“ひと時に芽吹きたち匂う”という明るさ、新鮮さだ。

＜連翹＞

＜長閑な田園風景＞

土筆だ、水仙だ、蕗のとうだ、と松尾のカメラは

＜梅林、下草も緑になりつつある＞ 春の息吹を写し取るのに大忙し。

“連翹と 梅に桜の 木曽の旅”（蛭川紀）

梅か桃か、１本の幹から白とピンクの花をつけているもの（梅の「思いのまま」種か）がある。

桜もお馴染みの「染井」とはちと違う枝振りである。タンポポの花茎は短いようだ。

木曾は別世界か。

“たずねきし 木曽路の春や 匂いたつ 梅 桃 桜 思いのままに”（四）

３）中央アルプス、空木～木曽駒の眺め

須原から野尻宿の間で見上げる中央アルプスの眺め

は格別という。

我らは山を背にして下ってきた。殊に「五体不満足」

は首が回らず、振り返ることもなく、只管仲間につ

いて足を運んできた。（江戸へ向かう旅人には、眼前

に見えるこの山の姿は励みになったかも）

是は須原と野尻の中間付近で振り返った眺めだ。 ＜中央アルプス・空木、木曽駒の山容＞
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春山とやらで、雪の稜線を歩けたら何とも素晴らしかろう。遠く過ぎし夢か。

“木曽駒に 宝剣 空木 白き峰”（蛭川紀）

七曲のある野尻宿を過ぎ、ダム湖（読書ダム・明治７年、与川村、三留野村、柿其村が合併して

ヨミカキと命名）に沿って快調に？下る。湖水の蒼さに魅せられる想い。

「蛇抜け沢」（奇妙な名前、後述）を過ぎると間もなく「十二兼」（是もまた奇妙な名前だ）の

部落。「十二兼駅」（無人駅らしい）のすぐ傍らで、しばし、休憩、軽昼食。

“十二兼とは？何か？”誰も答えられない。（＊後で色々当たってみたが、然るべき答が見つか

らない。何人かの旅行者が同じ疑問で訊ねているがまともな解に至っていない。そこで、小生「語

源俗解」を恐れず「これは薬師如来の十二願」から来ている。十二の願をみんな兼ねるとは虫

が良すぎるが、こうでもしないと前へ進めないと割り切ることにした。）

此処の坂を下ると「南寝覚ノ床」という見事な川原に出た。

４）羅天の桟

佐薙がかなり見通しのきく木曽川の岸に来て、此処は「羅天の桟」と呼ばれたところだ、と説明

してくれた。かなり草臥れていたが「羅天」という壮大で、

畏敬、恐れを感ぜさせられる表現と眼前の情景とをつなごう

とした。

柿其（かきぞれ・是も変な名前だ）と与川、２Km ばかりの

間、木曽路は狭い岨（そま）に石や蔦、かずらで命を結んだ

桟道があったのだろう。

今は上流のダムのせいで水量は少ないが、それにしても「羅

天」（天に連なる、天のように連なる・・）とは、凄い表現、

呼称だ。 古人の心の深さ、大きさに圧倒される。

＜下流から上流を見る＞

５）三留野宿、南木曽駅

古い家並みが残る三留野宿を過ぎると、何故か足取りが早ま

る。カメラの松尾がついて来れない。みんな現金なものだ。

本陣跡を過ぎると、街道から分

かれて JR 南木曾駅への道をと

る。５００米ほどと佐薙の予告。

何時も遠くから双眼鏡で案内表

示を見て道案内をしてくれるリ

ーダーに殊更嬉しく感謝だ。

＜街道から南木曾駅への分かれ道＞

“野蒜つむ 朝の木曽路に 老女あり”（蛭川隆）

このおばあさんが野蒜を摘んでいたとは思えないが・・ ＜三留野宿で出会った老女＞



38

予想よりかなり早い時刻に南木曾駅に着いた。

同道してくれた札幌の蛭川夫妻は、これか

ら妻籠宿を目指す。

妻籠、馬籠を通らなければ折角の木曽路が

中途半端になる。

オーション会一同とは此処でお別れ。

左の写真、何だかリュックも足取りもやや

重そうだな。（此処から電車にしようか？

そんな・・？！なんて会話が聞こえたな）

何々、若いご両人１時間半～２時間のウオ

ーク、頑張れ。

（＊後で聞いたところでは、予約した妻籠

＜南木曾駅到着です・お疲れ様！＞ の旅籠は妻籠宿ではなく「大妻籠」で妻

籠から更に３０分ほど馬籠宿側に峠を登ったところだったそ

うで、歩ききることが基本の夫妻も、遂に宿の車に迎えに来

てもらったとか）

“別去れて 歩む山路に 藪椿”（蛭川紀）

道中に彩を添えてくれた夫妻の１７文字（秀句）を載せてお

こう。

・ 木曽節を 主人（あるじ）が謡う 春の宿（蛭川隆）

・ 花ありて 流れとともに 木曽の路（蛭川紀）

・ 和宮 秋の木曽路に なに想う（ 〃 ）

・ 古の 人も仰ぐか 木曽桜（ 〃 ）

（＊蛭川夫妻の感性の豊かさに敬意を表しつつ）

＜竹に椿に梅＞

４日前、塩尻経由で木曽路に足を踏み入れた時、贄川、

奈良井の山峡の春はまだまだ眠っていた。

鳥居峠を越えて南に下るにつれて、木曽谷の装いはど

んどんと明るくなって来た。

御嶽山や中央アルプスの山嶺はまだまだ白雪に覆わ

＜中央線・落合川駅からの木曽川の桜＞ れていたが、里は今まさに芽吹きのとき、生き生きと

した姿を見せてくれている。

脱落寸前の時もあったが、何とか乗り越えて、名古屋に向かう車窓からこうして春の景色を眺め

られる有難さ、１週間後には、また三留野宿から歩き始めると想うと感慨一入である。
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[ 5 ]２０１２年４月２３日(月)時々雨 （南木曽駅） 三留野宿、妻籠宿、馬籠宿

佐薙、高崎、松尾、宮川、石和田

距離１３．０Km 時間 ６H20M（５H00M）歩数 ２６．０００

（５：１３新検見川、６：２６東京発・ひかり５０１号 ８：２０名古屋着

９：００ 名古屋発・しなの５号 ９：４８中津川着、１０：１０中津川発）

１０：２８ 南木曽駅着・１０：３５発

１０：５０ 三留野宿・中山道分岐点 蛇抜け沢 神戸（ごうど）林の中の路、雷鳴 妻籠城跡

入り口 一つ鯉岩 地蔵沢橋

１２：１０ 妻籠宿入り口 昼食（やまぎり・そばや） 雷鳴・大粒の雨 （宿内、大賑わい）

１２：４０～高札場 妻籠本陣 脇本陣林家「奥谷郷土館」光徳寺 発電所

飯田市への分岐点、国道２５６号 大妻橋・蘭川 神明橋・蘭川（あららぎがわ）

１３：３０ 大妻籠集落 休憩 （佐薙、松尾、石和田は「県宝藤原家」 岩魚養殖場などへ）

１４：００ 馬籠峠登り 男滝・女滝 滝上橋・男垂川 神居木（かもいぎ）外国人（英、米な

ど）ウオーカー多し

１５：００ 一石栃茶屋跡・一石栃白木改番所 あずまやで休憩

１５：３０ 馬籠峠頂上（８０１米）峠の集落 峠の御頭頌徳碑 十辺舎一九の句碑 高札場

１６：５０ 馬籠宿・馬籠茶屋（藤村記念館隣）到着

１）南木曽駅・三留野宿、蛇抜け沢？

再び南木曽駅、（蛭川夫妻と入れ替わりに）

今回は宮川宗匠が参加（彼は先日切除した

大腸ポリーブの検査結果が白と判明、次回

は参加すると奇しくも１６日に表明して

いた。今回の足取りの軽いこと、頼りにな

らないなあ？・・）

“雨あがる 南木曽の駅の 春景色（宮）

鈴木は「事情でどうしても参加出来ないが、

何れ一人でも馬籠峠越えはしたい」と宣

言？した。

＜南木曽駅前、佐薙、高崎、宮川、石和田、松尾＞ 彼は「峠越え」となると何故か一段と前

向き、年はとれどもこれぞ我らのＤＮＡと考えたい。

三留野宿本陣、今では「枝垂れ梅の古木」があるのみだが、ここの本陣は代々「宮川家」が担っ

てきた。宮さんの一族であろうか？

（＊「宮川」と言う地名は各所にあり「宮」がつくから相当の家柄ではないか？と探ってみた。

その源は藤原氏、清和源氏、桓武平氏などに繋がるらしいが、どうも公家や大名は出ておらず、
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「由緒ある平民」？ということらしい・・が宮さん、どうかな）

邪（蛇）道に入ったついでに、「蛇抜沢（橋）」について触れる。

三留野宿を過ぎ、南木曽駅の山側、園原家の手前辺りに「蛇抜け沢」というのがある。

実は野尻宿を過ぎた所にも「蛇抜沢」があった。松尾が盛んに気にして写真は撮ったが、その

意味するところは、しかとは解からなかった。

「蛇抜き」とは、「鉄砲水、山津波、土石流」のことで、

古くから木曽の人達が恐れてきたもの。

梅雨時など、大雨が降ったときに、沢の土砂が崩れ沢を

蛇が抜けてゆくように襲ってくることから、こうよんで

いるようだ。

木曽谷ではこの蛇抜けが度々発生し、多くの家屋が流さ

れ人命が失われてきた。 ＜狭い峡谷の蛇抜け沢と蛇抜橋＞

「大雨が降り続くのに沢の水が止まると・・」と、木曽谷の人達の恐怖感が伝わってくるようだ。

木曽の豊富な水は優しさだけではないようだ。

２）木曽谷が生んだ神学者・園原旧富（ふるとみ）先生。我が友人はその末裔？！

園原旧富は元禄１６年（１７０３）に三留野村・

和合の東山神社の神官の家に生まれ、京都に出て

学び、国学・神学の分野で尾張、美濃、信濃で門

人多数を擁する大学者となった。

神学に関する著書「神学則」が有名だそうだが、

傍ら木曽谷を隈なく歩き「木曽古道記」「神坂峠越

え」「木曽名物」などという著書を著した。

小生は、これらの著書に惹かれるが、未だその一

つにもお目にかかれていない。

＜園原旧富の屋敷跡、南木曽駅、 （＊最初に入社した会社の同じ職場へ経済学部４０年

木曽川を見下ろす山の斜面にある＞ 卒の園原昌義君という好漢が入ってきた。

彼は自らのルーツは木曽だと言っていた。落ち着いた風貌で好感の持てる青年だったが、今思

えばこの園原先生の縁者ではなかったろうか。顔は細長く鼻は大きく、掛け軸絵に見る本居宣長

か頼山陽に似ていた。杯を交わす合間に、もう少し話を聞いて置けばよかった、残念。

大阪の中規模の会社にスカウトされ、長い間、副社長を務めていたっけ）

３）かぶと観音、巴御前、「袖振り松」の伝承

木曽谷は数少ない歴史遺産を、地域の人々が大事に護っている。

「かぶと観音」、「巴御前の袖振り松」もそうだ。
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木曽義仲が１１８０年、平家打倒のため北陸へ出陣するに当たり、木曾谷の南の押さえの妻籠城

（何時誰が築いたかは判然としない）の鬼門に当たるこの

地・神戸（ごうど）に、祠を建て、兜の八幡座（兜の一番上）

の観音像を仏像の体内に祀ったのが始まりと伝わる。

木曽ゆかりの武将達に深く尊崇され、街道を行く大名も参拝

を欠かさなかった、という。

加えて、境内には義仲が弓を引くのに邪魔になるので巴御前

＜かぶと観音＞ が袖を振って倒

したと言う「袖振り松」があったが、４年前に松く

い虫にやられて枯死、２世か３世の松が植えられた

ばかり、初代？の松は大きな「水船」に加工されて

いた。（＊巴御前が袖を振って倒した松がなんで８

００年以上も生きていたのか？なんて野暮な質問

はしないこと。伝承とか神話とは矛盾を内包すれば

こそ味がある）

＜そでふりの松・初代の切り株＞

４）妻籠宿へ、花の街道、春雷の出迎え

「かぶと観音」から「妻籠宿」までの凡そ２Ｋｍはまさに「花の回廊」、一同の足の運びは軽快。

桃、桜、つつじ、などが瑞々しく、命を謳歌しているよう

だ。

竹がす～っと空に伸びてい

る姿も良い。

石畳の路あり、檜の林あり。

（ただ、何故か鳥の囀り、佐

薙の解説の覚えがない）

＜少し先は飯田への分岐点＞ ＜妻籠城への分岐・案内板＞

国道２５６号は妻籠宿の南 城跡まで山道を約１０分とあ

側から中央アルプスを越える。 り、「つつじ」と説明書（義仲

の頃には既にあり小松、長久

この桃の花の色！？あまりにも 手の戦では徳川方へ対抗、徳

強烈！真っ赤な実がなる？ 川初期には廃城）で満足。

花見の気分で妻籠宿へ下る途中、俄に雷鳴、大粒の雨が落ちてきた。

丁度、檜林の道中にあり、被雷の恐れは感じなかったが、峡谷の山襞に大きくこだまして、山尾

根で聞く雷とはあべこべ。

“春雷や 木曽の山々 ころげ来る”（宮） （＊“ころげ来る“とは、流石宗匠）
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５）木曽路随一の繁華街？

妻籠宿へは北側から入る。急に都会に出た感じだ。

腹は減る、雨は降る、一番手前の食堂に駆け込む。

“春雷を避けて妻籠の昼餉かな”（宮）

治郎が得意？の英語で、

隣のテーブルの外人に話

しかける。

「お会いしていますね」

と日本語で応答。相手は

日本語が堪能のようで、

今朝、同じ電車で三留野

駅まで来た人らしい。

＜賑わう妻籠宿＞ 何んだかチグハグ？

それは兎も角、松尾がいない！カメラマンは多忙、

＜腹ごしらえもすみ、雨も上がった＞ 大活躍、写真を取っている間に逸れてしまった。

皆、勝手じゃ、さっさと店に入ってしまって、冷たいなあ・・！

我らを追いかけて随分先まで行ってしまった松尾が雷雨の中を悠揚迫らず戻ってきた。

誰を責めるでも、泣きごとを言うでもない。此処が松尾の「人間性」だ。

６）「初恋」の詩・「まだあげ染めし前髪の・・」と栗ようかん・「木曽の老木」

観光バスが“おのぼりさん”を運んで来ては吐き出し、１～２時間後にまた乗せて去る。

小生も既に何回かは、そんななかの１人だった。

全国に先駆けて「重要伝統的建造物群保存地区」の指定を受けた５００米ほどの宿場（江戸末期、

本陣１、脇本陣１、旅籠３１、住める人４１８人）は確かに人々を呼び込んでいるようだ。

本陣、脇本陣、旅籠、高札場、古い民家、などは

何処にでもある。むしろ妻籠宿には人々の興亡を

語る史跡や歴史的遺産は少ない。

強いて挙げれば、あの島崎藤村の詩、「初恋」の

“まだあげ染めし黒髪の 林檎のもとに見えしと

き ・・”とある「ゆふ・おゆふさん」が嫁いで

きた脇本陣、（屋号・奥谷・おくや）、林家くらい

か（＊「ゆふ」は馬籠宿の本陣、藤村の生家の隣

「造酒屋・大黒屋」の娘で藤村と同い年、幼馴染

＜妻籠宿本陣と松尾＞ みであるが、藤村が恋心を抱いたのは明治女学校の

教師をしていた２２歳～２４歳の時の教え子佐藤輔子。しかし藤村は輔子への愛を打ち明けるこ

となく明治女学校をさり、その後、間もなく輔子の死を知らされたと言う。
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この「初恋」には、幼馴染みの「ゆふ」と打ち明けることが出来なかった輔子への愛が二重に重

ねられているように思えるが・・）

代々、本陣を勤めた島崎家は藤村の生まれた馬籠宿の本陣・島崎家と同族で、幕末にも、この

妻籠の島崎家から「ぬい」が馬籠の島崎正樹のもとへ嫁ぎ、７人の子供をもうけ、４男の末っ子

が島崎春樹（藤村）である。

浪漫的抒情詩や自然主義的文学（と言ったって後で

教えられたことだが）に、戦後間もなくの、高校１

年、１５歳の青年（吾）もまた大いに心を揺さぶら

れたものだ。

そんな妻籠で「恋い女房？」に何か甘い「土産」を

と吟味をしてみたが、栗きんとん、栗ようかん、

殊に「木曽の老木」という名前もふさわしい逸品

があったが、ずしりと重そうで、あきらめた。

＜古民家の店先で商売は繁盛！＞

７）大妻籠、県宝・藤原家、岩魚の養殖

蘭川（あららぎかわ）に架かる大妻橋を渡っ

て石畳の登り道を３０分ほど行くと大妻籠の

集落で、出し梁造りの大きな家が散在、妻籠

宿の家並みとは全く情景を異にする。

山林で財を成したものであろうか。

田畑は殆どない。

民宿の看板が目に付く。（蛭川夫妻が妻籠宿ま

で迎えに来てもらった旅籠はどれか？）

＜ゆったりとして、人影はない、様変わり＞

吾らもここで一泊したい思い湧くほどである。

集落の外れに「県宝・藤原家入り口」とあった。

佐薙が提案、松尾カメラマンと小生が好奇心？で

約０．５Ｋｍの登りに向かう。宮さんと治郎は馬

籠峠越えに備えて？大休憩、賢明な選択かな。

藤原家の建物は１７世紀の末頃建てられたもので

既に３００年余、今も使われている。

丁度、中年？の御仁が庭仕事中であった。 ＜向こうの山はみんなそうだよ、と指差す主人＞

鍬の手を止めて語ってくれたところでは「藤原家は奈良井の方から、この地へ移り住み、御仁は

１５代目当主。山や田畑を一族へ分け与え、結束してきた。山林は「山林組合」に管理を委託し

ており、今は「民宿」を経営、この地域で「個室」の民宿は我が家が最初・・」と先見性を語る。

（＊「県宝」とは？我が千葉や神奈川では聞かないな。長野県は、地域の歴史遺産？を大事にし
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ている識見の高い県、敬意を表しよう）

県道７号と藤原家への三叉路の一角に「岩魚の養殖場」があった。サイズ別に幾つもの水槽に

分かれている。一番大きいのは「鯉」かと見まごう程だ。

奈良井宿の「いせや」で「大岩魚のさしみ」とあったが、これか！

我らには、安曇節の一節、「岩魚釣る子に・・雲のあなたを竿でさす」が語るような「山奥に住

む幻の魚」のイメージなのだが、こんなに沢山の岩魚を目の前にすると、どうも感覚が狂う。

８）馬籠峠越え、多くの外国人に出会う。一石栃白木改番所

岩魚養殖場を出ると間もなく急な上り坂が始まる。大休止の治郎、宮さんは正解、足取りが軽い。

２０分ほどつづら折りを登ると見晴らしのいいところ

に出た。

眼下に大妻籠、遠くに妻籠宿、もう

見納めか なんて言って小休止。

（治郎ちゃん、何してんの？）

しばらくすると

折角登ったのに

＜大妻籠、妻籠宿を見下ろす＞ 下り坂が続く。 ＜女滝＞

「下り谷」という小さな集落を過ぎると、滝の音が聞こえ てきた。

先ず「男滝」、吉川英治の「宮本武蔵」の舞台の一つになっ たとかだが、「断

食して滝にでも打たれてみない」と、とても興が及ばない。

吉川英治が出たところで、当方は「宮川宗匠」の一句 ＜男滝＞

“夫婦とは 言わず男女の 滝しぶき”（宮）（「結ばれぬ武蔵とお通の如し」と作者の言）

栃や椹、神居木（かもいぎ・神が宿る、腰掛ける）と名付けられ

ている古木の路を登る。

外国人の多いことに感心する。

トップを行く治郎が気軽に挨拶

を交わす。英、米、ほか、彼ら

は峠を歩く企画のツアーなのか。

宿場だけをつまみ食い？する観 ＜一石栃立場茶屋跡・阿舎＞

＜茶屋跡に残る唯一の牧野家＞ 光客とは違うようだ。

阿舎で松尾がベンチに仰向けで休憩、大丈夫か？

“息上がる 馬籠峠の 春の雨”（宮）よく頑張った。

「一石栃白木改番所」は柵だけが再建されている。

そろりと現れた中年の御仁が色々と説明してくれた。

・「一石栃」とは「一石」もの栃の実がとれる大木があった。

・ 尾張藩は材木の伐採、搬出に実に厳しく、「白木」とは

＜馬籠峠頂上・８０１米＞ 皮をはいだ材木のこと。この種「番所」は中津川・大井
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宿にもある。

・ 何故、コウヤマキが木曽五木に入ったかって？コウヤマキの皮が「火縄銃」の火をつけるの

に向いていたから。

・ 昔７軒あった茶屋は今は１軒あるのみ。休んでいかないか？（はあ、馬籠まで急ぎますので）

茶屋跡から峠の頂上までは７００米の表示、今や峠の茶屋は廃屋、青いシートがわびしい。

（＊観光スポットを維持するのは、観光協会や地方自治体の熱意と資金だろうが、さて、この「馬

籠峠」は長野か岐阜か、木曾町か中津川市か。ややこしい！広域でやってくださいよ）

９）渋皮の むけし女は 見えねども・・

馬籠峠の頂上から馬籠宿へは２．２Ｋｍ，妻籠宿へは５．５Ｋｍ，馬籠宿からがらくだ（が其

処まで来るのが大変だからね）

すいすいと坂を下る。 １Ｋｍ程のところに「十辺舎一九」の碑がある。

「渋皮の むけし女は見えねども 栗のこわめし ここが名物」

（＊一九先生！これはちと酷いよ！初々しい乙女が隠れているか

も？ 「栗のこわめし」を宣伝しているのかな？どちらにしても、何

だか、弥次さん喜多さんに語らせている感じ。十辺舎一九は１８０２

年、「東海道膝栗毛」初版を出して評判を得、その後２０年も続き、

東海道の次は中山道を考えていたらしいが、当時、讃岐の金毘羅参り

が盛んで、出版元から、四国参りを先にと命ぜられてしまったようだ。

木曽路の弥次・喜多を書いたのはその後と言うことで、文政２年（１

８１９）木曽路を旅して「岐蘇街道膝栗毛」を書き、この狂歌も作っ

た。まだ拝読していないが、例によってあっちこっちで面白、可笑し

＜「渋皮の・・」文字は くやらかしているのだろう。この碑、渋皮ならぬ苔に覆われていて、

苔に覆われて＞ 判然とは読めない。

まあ、いいか。目くじら立てて世渡りしなくてもね、一九先生。

１０）「馬籠茶屋」、江戸の宿場・旅籠は国際化？

元馬籠宿本陣・藤村記念館（藤村の生家）の下

隣の「馬籠茶屋」に泊まる。貰ったタオルには

中 山 道 馬 籠 宿

馬 籠 茶 屋

岐阜県中津川市馬籠４２９６

電話（０５７３）６９－２０３８

http:www.magomechaya.com ＜馬籠茶屋、路の反対側に食堂がある＞

とある。（＊馬籠宿は平成１７年２月１３日に長野県から岐阜県へ県境を越えて合併した）
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馬籠宿は明治２８年の大火でほぼ消失、江戸時代風に復元したものだそうだ。

恵那山を正面に急な傾斜地に出来た宿場。藤村の文章を借りれば：

「馬籠は木曾十一宿の一つで、・・。西よりする木曽路の最初の入り口にあたる。そこは美濃境にも近い。美濃方面か

ら十曲峠に添うて、曲がりくねった山坂をよじ登ってくるものは、高い峠の上の位置にこの宿を見つける。街道の両

側には一段ずつ石垣を築いてその上に民家を建てたようなところで・・。宿場らしい高札の立つところを中心に、本

陣、問屋、年寄り・・などより成る百軒ばかりの家々が主な部分で、・・そこの宿はずれでは狸の膏薬を売る。名物栗

こわめしの看板を軒に掛けて、往来の客を待つ御休処もある。山の中とは言いながら、広い空は恵那山の麓の方にひ

らけて、美濃の平野を望むことのできるような位置にもある・・」

旅の楽しみの最たるものは、「夕餉のテーブル」、郷土色豊かな料理と地酒、それに道中でのハプ

ニング、想定外でもあれば、申し分ない。

“春の宵 七笑酌む 馬籠茶屋”（宮）

銘柄は「七笑」の他に、何を注文したか、酒に縁のない四郎は覚

えていない。（治郎が焼酎を頼んだかどうかも定かではない）

松尾が「燗・かん」で、他は「冷や・常温？」で注文。だが、ど

うも容量に倍・半分の違いが

あるようで、雰囲気がおかし

＜夕食のテーブル＞ い。あまり沢山は飲まない松

尾さんだが、試しにと注ぎ合っている間に松尾のはすぐ空に。

“燗酒と 冷やを比べて 容量（なか）測る

酒飲む人の 心いじまし“（四）

十返舎一九の病が移ったかな。（これは、後ほど勘定書きの

倍・半分の値段をみて氷解、紳士のままですんだ）＜宿場内の酒屋、「七笑」と「木曽路」が＞

やや過ぎて、追加の酒を運んできた「おかみ」と思しき外国人風の婦人を見て、憶測が始まる。

厨房で交わす会話からは、外国人来訪者向けのアルバイトとも思えない？？

嫁さん不足で東南アジアから・・という話は何処にでも、幾らでもあるが、容貌からしてそうと

も見えない。インド・アーリアンが美形なることを実感している四郎が、もう少し西ではないか

と言い出す。夫々が勝手な言い分？！

正確な答を探し出すのは治郎の得意技。彼女はフリピンだったが、飛びぬけて垢抜け？していた。

“渋皮の 程よくむけし 若女将（おかみ）ペルシャと見しは 贔屓のしすぎ”（四）

（＊当「馬籠茶屋」の若大将、なかなかやるじゃないですか！大事にしてよ。余計なお世話か。

あちこちの表示に横文字が混じっているのは見たが、伝統の宿場文化を支えてゆく人の世界にも

国際化が進んでいるとは！？）

木曽路１１宿が終り、美濃路１７宿が始まる。

２０１１年６月１日に碓氷峠を越えて「信濃国」に入った。

２０１２年４月１３日に木曽路を歩き始めた。そして、今夜が木曾１１宿の最後の宿。
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碓氷峠では霧の中から熊さんが出てきそうだった。千曲川を渡り、浅間を望見、和田峠では盛大

な？蝉時雨を浴びた。そして、木曾１１宿、２０里を踏んだ。中山道の中間点も過ぎた。

思えば「信濃」という大国に随分とお世話になり、お付き合い頂き、教えていただいた。

＜県歌・「信濃の国」の幾節かを乗せて、敬意と感謝としたい＞

“１ 信濃の国は十州に境連ぬる国にして 聳ゆる山はいや高

く流るる川はいや速し・・

２ 四方に聳ゆる山々は御嶽乗鞍駒ケ岳 浅間は殊に活火山

いずれも国の鎮めなり 流れ淀まずゆく水は北に犀川千

曲川 南に木曽川天竜川これまた国の固めなり

３ 木曽の谷には真木（まき）茂り諏訪の湖には魚多し・・

４ 尋ねまほしき園原や旅のやどりの寝覚の床 木曽の桟かけし世も心してゆけ久米路橋・

５ 朝日将軍義仲も仁科の五郎信盛も・・

６ 吾妻はやとし日本武嘆き給いし碓氷山・・みち一筋に学びなば昔の人にや劣るべき

古来山河の秀でたる 国は偉人のある習い“＞

是までの積み重ねを背負いつつ、次のステージに入る。ありがとう。

＊ 藤村の生まれた家の隣で食事をし、一夜を過ごすにつき、寝床の中で回想したことを書く。

・戦後の荒廃がまだまだの昭和２３年（１９４８）夏、山と歴史が好きな国語の先生に連れられて、「上総

の国」を出発、まずかの上州・妙義山に登る。続いて「信濃の国」の小諸城跡、懐古園を訪ねる。

城跡の西南？の外れから千曲川を見下ろし、佐久平を眺め、浅間を仰ぐ。

そして、公園に建つ、島崎藤村の「千曲川旅情の歌」の歌碑の「拓本」を取り、小海線で「八つ」を見

上げながら、小淵沢経由で帰った。

・“小諸なる古城のほとり・・”、「若草も藉（し）くによしなし」、「麦の色わづかに青し」、「暮れ行けば浅

間も見えず」「歌哀し、佐久の草笛」・・数々のフレーズは１５～１６歳の記憶に刻まれて今も蘇るのだ。

・我が「オーション会」では、藤村の中年以降の不倫（手伝いに来ていた姪の島崎こま子との関係）もあ

り、評判は宜しくないが、藤村のロマン主義的な詩歌や自然主義的な著作は、

多情多感な青年の琴線？には、響くものがあった。

例えば、大学時代、酒を飲んでは、あの「遠き別れに たえかねて この高

楼（たかどの）に のぼるかな 悲しむなかれ わが友よ 旅の衣を整えよ」

（当初題名は「高楼・たかどの」、後に「惜別の歌」）などは「出会いと別れ」

に涙する「心の揺らぎ」にマッチしていた。

・我らより、たった６０年ばかり前に生まれた人(藤村は１８７２年～１９４

３)の「詩想」？に酔わされていたとは、我らは幸せな時代を生きてきたもの

だ。

（今日のような「機械言語」が主役の日々ではゆったりとした心の世界は無理ではなかろうか？）
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[ 6 ]２０１２年４月２４日 晴・曇 馬籠宿、落合宿、中津川宿、大井宿・恵那市

佐薙、高崎、松尾（中津川まで）宮川（中津川まで）石和田

距離 １８．０Km 時間 ８H４５M（７H１５M） 歩数 ３５．７００

８：２０ 馬籠宿・馬籠茶屋発

９：２０ 「是より北 木曽路」の碑 中山道・美濃路に入る 十曲峠・石畳の道、下る

山中薬師・医王寺 落合川・下桁橋

１０：００ 落合宿 本陣 落合五郎兼行之城跡

１２：０５～ 中津川宿 昼食 （松尾、宮川 帰宅）

１２：４０ 中津川宿発 街道情緒のある家並

１３：２０ 中津の一里塚跡 中平の常夜灯 三津屋の一里塚 〃馬頭観音 茄子川の常夜灯

１５：２０ 秋葉山常夜灯 関戸の一里塚跡 上宿の馬頭観音

１６：２０ 恵那市・大井宿着 駅前・エナプラザホテル着 夕食は外食

＜中山道・美濃路＞

落合宿（日本橋から数えて４４番目）から今須宿（５９〃）まで１６宿、３２里（１２８Ｋｍ），

中山道の凡そ４分の１を占める。木曽川、長良川、揖斐川を渡る。不破の関、関が原など興亡の

歴史を刻む。恵那山から伊吹山まで、平地を行く。木曽路とは別の表情を持つ。楽しみだ。（因

みに、単に「美濃路」と言えば、中山道・垂井宿から東海道・宮宿までの７宿１４里余をいう）

１）馬籠宿を頼みますよ、坊ちゃんたち！

馬込宿の朝、小学校３～４年と思しき男児２人、仲良く登校

の様子、何とも愛らしく、汚れを持たない！

「栗のこわめし」って知っている？ じゃあ、島崎藤村は？

宿場の何代目かであろう。

丈夫に育ち、この宿場の伝統、文化を支えていってくれない

かな。おじぃちゃん達もまた

来たい。

＜馬籠宿の朝、少年２人＞

溌剌としたボーイ達に負けないように、当方も出発だ。

回復力が良いのか、前夜のアルコールの効き目か、朝の足取り

は概して良好。

下り坂のせいばかりではあるまい。仲間の半分は傘寿（古来中

国では八十を半寿といったとか）と言うのだから、信じがたい？ ＜馬籠茶屋出発・宮川写＞

生年月日の届出、正月や年度替り前後の数日の「さばよみ」なんてレベルではなさそうだ！
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治郎が中年のおばさん達を見ると「僕らはみんな８０歳です、日本橋から京都まで・・」なんて、

「おい、治郎さん、昨日は何処から？と聞かれているんだ」、なんて若干の聴覚不具合を助けた

くなったりするのだが・・。 まあ、普通をやや上回る年寄り達ではあるな。

２）是より南中山道・美濃路

馬籠宿の正面には何時も恵那山（２１９１米）が泰然としてある。中央アルプスの南端に位置し

信仰の山である（＊エナの名の由来は「天照大神がここで降

誕され、その胞衣（えな）がこ

の山に埋められた」からという、

途方もない話からだ）

明治２６年（１８９３）にウオ

ルター・ウエストンが登り、

＜馬籠宿から春の恵那山＞ 外国にも紹介している。

美濃平野では何処からでも眺められ、中山道の宿場を画いた歌川

広重は落合、中津川，大井の宿で、渓斎英泉は馬籠の宿の背景に

画いている。古くから言わばこの地域の象徴である。

恭リーダーが双眼鏡で山裾を緩やかにひく山容を観察していた。

恵那山を左に見ながら、花々、若草に染められた街道を下り ＜是より北木曽路 藤村老人＞

美濃の平野が一望できるテラスのような処に来た。

此処に「是より北木曽路」の碑がある。これは、昭和１５年（１９４０）７月、藤村６８歳の

揮毫、藤村は６０歳の頃から自らを「老人」と称していたらしい。

（されば我らは今や老人を２０年も続けている大老人である）

木曽路の北の入り口にあった「是より南 木曽路」の碑も同じ昭和１５年に建てられたもので

一対、道理でスタイルも似ている。

“恵那山の 残雪仰ぎ 木曽路果つ“（宮）

３）十曲峠・落合の石畳、瑠璃山・医王寺

十曲峠（＊峠とは通行者が道祖神に手向けをする「タムケ」が訛ったもの、上りから下りにかか

る境、「峠」という字は山、上、下で出来ており、そのものずばり。門外漢の口舌は不要か）

は京都側からだとひたすら上りで、下りはない。

「峠」ではなく「十曲坂」？がふさわしい、なん

て余計なこと・・。下りで助かったんだから。

途中に約８００米の石畳があり、この「落合の石

畳」は岐阜県の指定遺跡だそうだ。

背の高い樹林帯をしばし下ると急に空が開け、小

＜十曲峠・落合の石畳、黙々と下る＞ さな平坦地、大き目の民家ほどの堂宇が見えてきた。

恭リーダーが一つの目安にしていたところだ。
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“休みたや 枝垂れ桜の 薬師寺”（宮） 疲れたわけではなく・・ね。

瑠璃山・医王寺、別名・山中薬師と呼ばれて、「虫封じ」の薬で広く信仰を集めて来た薬師さん。

行基上人が彫ったという薬師如来が安置されているという。

高尾山にも似た名前のお寺がある。薬王院有善寺、１２０

０年前、行基上人開山、薬師如来が安置されている。

（＊甲州道中で高尾山の小仏峠を越えたとき、「行基上人が

この地を通った折、小さな仏像を彫り、祠に納めた」こと

から、「小仏」となったとあり、また勝沼の「大善寺」を開

基したとも聞いた。大仏開眼で諸国を勧進したとき、この

落合の里も通ったのかなあ）全国には全く同名の寺が十ケ

寺以上はある。 ＜民家ほどの堂宇・医王寺＞

また日本中にはどれだけの薬師寺があろうか？

古人が病を恐れ、治癒してくれる仏をどれほど求めたか、四国八十八箇所巡りで薬師如来を祀っ

た寺は少なくとも１５ケ寺（観音菩薩は２２、阿弥陀如来は１０）、「薬師霊場関東九十一」巡り

というのもあるそうだ。この薬師は「虫封じ」の他に江戸時代には、刀傷に効く「狐膏薬」（和

尚さんに命を助けられた狐が御礼に造り方を伝えた）なるものを売って評判になっていた。

４）おがらん四社、「おがらん」とは？？？

落合宿（本陣１、脇本陣１、旅籠２１、で中津川と

馬籠の間が２里半もあるため、間の宿として設けら

れた）を出たところに「おがらん四社」という妙な

社があった。説明版によれば、落合五郎兼行神社、

愛宕神社、山之神神社、天神社の４社が集まってい

る。

落合五郎兼行神社には実在の人、他の３社は神様的

＜おがらん四社はこの階段の奥＞ 神様。

「おがらん」とは？ 実在した武将が１人だけ神として祀られているのは？

この、小高い場所は落合五郎の館跡だったという。

登るのを省略した。それより、出会った地元のおじさんと「馬籠宿はどの辺りか？十曲峠は？」

と訊ね、確かめる方が忙しかったせいもある。

「おがらん」とは「伽藍」からとも土地の言葉で「小高いところ」の意であるともいうが、しか

とは解からない。（これ以上、深入りは止めた）

落合五郎兼行は木曾義仲の四天王の１人で義仲の育ての親、中原兼遠の子供（従って今井四郎兼

平、樋口次郎兼光、巴御前と兄弟。別の説もある）で美濃国の押さえとして「落合」に館を構え

ていたという。

だが、なぜ落合五郎兼行は神に祀られたのか？墓は何処にあるのか？
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義仲に従って北陸に攻め入り、戦功も上げたと聞くが。

実存した人間が「神」になるのはどういう場合か？分厚い興味の対象だがきりが無さそうだ。

奈良時代以降、天皇や皇族は当たり前としても、藤原鎌足はその功績によって談山神社に祀ら

れた。他方、世を騒がせた平将門は神田明神に祀られているし菅原道真は言うまでもない。秀

吉も家康、西郷南州辺りまでは、わかる。明治以降の東郷さんや乃木さん、靖国神社の英霊とな

ると次元が別。要するに、神になるには２つの理由がありそうだ。

本居宣長は「古事記伝」の中で「・・尋常（よのつね）ならずすぐれたる徳（こと）のありて

可畏（かしこ）きものを迦微（かみ）と言うなり」と述べている。

柳田國男は「遺念、余念というものが死後においてもなほ想像され、従ってしばしば祟りと称

する方式をもって怒りや喜びの強い情を表示し得た人がこのあらたかな神として祀られること

になる」と、このどちらも正鵠を射ていると思える。

二宮尊徳は前者、菅原道真は後者であろう。即ち、荒ぶるものを鎮める、徳高き者を讃え崇める、

悪霊、怨霊の祟りを鎮める・・、と言えそうだ。それに、もう一つ、それは江戸時代など、特に

「義」に生きた人（義民）などがローカルに神として崇められている。（後述）

そして、そのあり様は後の世の人達の見方、考え方による。落合五郎兼行が神となったのは、木

曾、美濃の人達の心のあり様によったのだ。少なくとも「怨霊」を鎮める為ではなかったろう。

やれやれ、「おがらん四社」への参拝を省いたばかりに・・、骨を折ったワイ。

５）中津川宿、寂しくなった、そば屋の別れ？！

丁度昼時、中津川駅近くの「そば屋」に到着、店内

は賑わいを増してゆく。

昨日、この中津川駅を経由して南木曽に着き、木曽

路、美濃路を歩くこと２日弱、各駅停車の電車でこ

の間は約２０分。２０分対２日、これが文明の進歩

の意味か？。

中央線が「坂下駅」と「南木曽駅」間が繋がったの

は１９０９（明治４２）年、「宮ノ越駅」と「木曽

福島駅」間が２年後の１９１１（明治４４）年、

＜中津川駅近くの「そば屋」で昼食＞ これで中央線は全面開通した。丁度１世紀前だ。

松尾と宮川は此処から電車に乗る。我ら３人は次の宿、恵那市・大井宿まで百年前の方式でテク

テクとゆく。

春愁や 友と別れの 中津川（宮）

６）“常夜灯があったら、あと１時間”

電車の線路に沿って歩く３人の横を、松尾、宮川が乗ったと思える電車が疾走する。

恭リーダーが「秋葉山常夜灯が出てきたら、あと１時間だ」と表明。
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“常夜灯、常夜灯？”、 “あったぞ。よし、あと一息だ！”

案外、早く着きそうだな。

ところが、行けどもゆけども、次の目安なるものが現れない。

３～４０分後にまた常夜灯出現、秋葉道との交差点に立っているワイ。

これだ！「どうも早すぎると思ったよ、甘くはねえなあ・・」。

されど８０年も生きてきた我ら、この位の

ことで！挫折、落胆は！？せんぞ。（今ま

での街道歩きでこの逆の読み違いはあっ

＜中平の常夜灯、畑の中＞ たかなあ？・・ない！）

あれあれ、中津川と大井の間には確認できるだけで５つも常夜灯が

あった。この間には、３つの馬頭観音、２つの一里塚もあった。

旅人に何と親切なことか、我らは少し早とちりをしたが・・。 ＜これが秋葉山常夜灯でした＞

７）「わかたけ」で夕食、疲れは何処かへ

反省会場？を探すとなると一段と元気が出る先輩２人、ホテル近くの食事処「わかたけ」をまだ

オープン前というのにドアーを叩いて予約。こうでなくちゃなあ・・。

地酒は「恵那山」はざま酒造、他に隣の蛭川村の「笠置鶴」という銘酒があったが、注文したか

どうかは覚えていない。大体、治郎の担当だし、当方は「冷たい水」がお好みだから。

大阪出身と言う「おねいさん」と呼吸がぴたり、少々入ると調子が上がり、話が弾むこと。

来客に一筆書かせるノートまで出てきてしまった。

“木曽路来て 恵那泰然と 向き合えり”（四）と書いた。

愉快な夕食であった。明日への充電はかくして整う。

「明日は「大湫・おおくてまで、１３～４Ｋｍ，食事処はおろか、コンビニ、自販機もない可

能性あり、各自、抜かりなきように！」とのリーダーのお達し。畏まりました！！

では・・

[ 7 ]２０１２年４月２５日（水）晴 大井宿・恵那市、大湫・大久手宿、細湫・細久手宿

佐薙、高崎、石和田

距離 １８．０Km 時間 ７H55M（６H55M） 歩数 ３３．１００

７：１０ ホテル発

７：４０ 十三峠入り口、西行坂

８：２０ 西行塚 槙ケ根一里塚 首なし地蔵 姫御殿跡 乱れ坂 竹折部落

９：４５ 紅坂の一里塚 佐倉宗五郎大明神 藤村高札場跡

１０：１５ 深萱立場跡

１１：１０ 大久後立場跡 権現山一里塚

１２：００～１２：２０ 三十三所観音 昼食
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１３：００ 大湫宿 本陣 脇本陣 神明神社・大杉 琵琶峠・石畳 弁天池

１５：１０ 細湫・大黒屋着

１）「十三峠はおまけが七つ」(十三と七は相性がいい？お月様でも・・)

大井宿から大湫宿、3 里半（１３．７Ｋｍ）の間に峠が１３あるという。“いや、それだけでは

すまない。プラス７、覚悟した方がいいよ”「昨日のこともあり・・、それにしても鍛えられる

なあ」、“大湫と細湫の間には中山道・美濃路では最高地点とな

る「琵琶峠」というのもある”と佐薙リーダーは予告を忘れな

い。

恵那のホテルを出て２Ｋｍ、「是より西 十三峠」の表示、此処

は「西行坂」、緩やかな登り。

国道１９号の騒音とも離れ西に広がる美濃平野が次第に眼下に

＜十三峠入り口・西行坂＞ 見下ろせるようになる。

此処から大湫、細湫、御嵩宿までは中山道がほぼそのままに残されている区間、天気はよし、

是非味わいつつ参りたい。

西行が生涯で 2回、東国に旅したことは

確かのようだ。特に東大寺再建に取り組

む重源（ちょうげん）に請われて６９歳

で東海道を陸奥へ勧進に赴いたことは、

「喜寿の東海道五十三次漫遊録」で触れ

た。 ＜西行公園の桜＞ ＜西行塚・五輪塔＞

その帰路、西行は日本海側を通り、信濃から美濃に入り、この「恵那の地」で３年を過ごしたと

言われる。されば、もっと事跡を訊ねてみるべきだったか。

“待たれつる入相の鐘音すなりあすもやあらば聴かんとすらむ”と五輪塔に刻まれている。

“西行の 笑みにかかれよ 花吹雪”（四）

（＊西行法師、俗名・佐藤義清（のりきよ・１１１８～１１９０年）。武芸に優れた良家（藤原秀郷の嫡流）

に生まれ、多情、多感、美に生き、歌を愛し、武勇に優れた義清は、「北面の武士」として仕えたが、２３

歳で出家した。その理由には、・仏に救済を求める心の高まり、・急死した友から受ける無常さ、・皇位継承

を巡る政争への失望、・申すも畏れられる高貴な女性・鳥羽院の妃、璋子（たまこ）との一夜の契り、など

諸説がある。

皇室の警護をする「北面の武士」は一般の武士とは大いに異なり、官位があり、「歌会」があって、彼の歌

は高く評価され、また武士としての実力も一流で「流鏑馬」の達人、公家や武家社会ではやっていた蹴鞠

の名手、加えて容姿端麗、まさに文武両道に通じた申し分のないいい男であった。しかし、その才能ゆえ

に、彼は妻と娘を捨てて仏門に入った。（＊「西行」とは言うまでもなく阿弥陀仏の極楽浄土が西方にある

ことからつけたもの）28 歳（１１４６年）のとき、「能因法師」の足跡を辿って東北地方へ出かけ、奥州

平泉で一族である藤原秀衡のもとで一冬を過ごした。戻って高野山に入り、折から落雷で甚大な被害を受
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けた高野山を再建すべく全国を勧進して回る高野聖に混じって、空海の足跡をたどり、四国を始め各地を

遍歴。

３０年後に四国から高野山に戻るが、間もなく 1180 年、源平の争乱が勃発、東大寺は大仏殿以下悉くを焼

失した。

１１８６年、復興に情熱を燃やす高僧・重源（ちようげん）は西行を訪ね「大仏を鍍金する為の砂金提供

を約束してくれた奥州藤原氏に早く送るよう」伝えてほしいと頼んだ。

時に西行は６９歳、西行と旧知の奥州、藤原秀衡はまだ存命であり、西行は是を引き受けた。（「年たけて

またこゆべしと思いきや命なりけり小夜の中山」はこの途次、夜鳴き石で有名な東海道の金谷と日坂の間

の中山峠で詠まれた）

４０年ぶりに再会した秀衡はすぐに砂金を奈良に送ったと言う。

悟りの世界に強くあこがれつつ、現世への執着を捨てきれず悶々と過ごす日々、西行は花や月に心を寄せ

て、多くの歌を詠んだのであろう。

西行の歌と遍歴は日本各地に伝わり、歌碑は１４６基、各地に様々な伝承を残している。

「弘法の・・」と似たものだ。西行よ、瞑すべし。

今に残る２０９０首のうち、恋の歌３００、桜の歌２３０というが、西行がたどり着いた和歌観は「歌は

即ち如来（仏）の真の姿なり、されば一首詠んでは一体の仏像を彫り上げる思い、秘密の真言を唱える思

いだ」と神護寺の明恵上人に語っている。

そういうものか、迂闊に和歌など作れないな。(いやいや我が３１文字は和歌ではないからいいか。)

最晩年、河内の国・弘川寺の裏山に庵を結び、この地で没する。７３歳、墓は弘川寺にある。

西行には「逸話、伝説」、「ゆかりの地」「結んだ庵」「墓地」「峠や坂、橋」「桜と結びつく伝承」などな

ど、数えられないほどあふれている。「地域のもやもやしている伝承や民話に、とどのつまりは「西行」を

つける例もある」と柳田國男は述べている。西方浄土からの引力に引かれて行くのだろうか。

何故か、坂や峠、所謂「境」に「西行」とつけられている例が多いという。

この「西行坂」「西行塚」もこの類であろうか。）

どうも寄りみちをしてしまった。申し訳ない。

２）花のみち、若葉のみち、鳥たちの歌う道

西行塚を登るとゆったりとした尾根道だ。桜あり、躑躅咲き、若葉の林に鶯のさえずり、誠に気

分爽快。旧中山道は「東海自然歩道」と並行し、重なり、名

古屋方面からのウオーカーは日帰りでエンジョウイ出来そ

うだ。

首なし地蔵（旅の 2人がお地蔵様の傍で昼寝、目覚めると 1

人が首を切られて殺されている。周りには誰もいない。お地

蔵さん、仲間はどうした？黙ってみているとは何事か！と怒

り、お地蔵様の首を切り落としてしまった。後で村人達が見

＜槙ケ根公園、快適な景観の路＞ つけて付けようとしたがどうしても付かなかったとか。 当
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たり前のことだが、これは何に由来するのか？）や姫御殿跡（眺めの良い場所で都から江戸へ向

かう公家の姫などの行列が行くときは仮御殿を建てて休憩、１８６１年の皇女・和宮の輿入れの

時は朱塗りの立派な御殿を建てて休憩したとか。

“住み馴れし 都路出でて けふいくひ いそぐもつらき 東路のたび”、和宮は１６歳だった。

御殿跡へ佐薙が登って行ったが、何も見えなかったらしい。お供？の治郎と小生は、路上にはべ

り、休憩）「乱れ坂」（坂が大変急で、大名行列が乱れ、旅人の息が乱れ、女の人の裾が乱れるか

ら、と言うが、当方は下り、大袈裟な！と感じたが、まあ、この路は「姫街道」だから「よし」

とするか）を下り、やや開けた処に出た。

立派な家が何軒か散在している。

人々は此の地に何時から、どう暮らしてきたのか？僅かに耕地が見える。「竹折集落」という。

路の傍らに保育所のようなものがあり、１０名ほどの幼児の澄みと通った声が聞こえてきた。救

われる思い。心の綺麗な日本人に育ってくださいね。

３）佐倉宗五郎大明神が何故こんなところに？？

その「竹折集落」の外れのあたり、齢８０歳を越

えたと思われる老女が、それこそ地面に吸い付く

ように腰をかがめて、小さな鎌で道端の雑草を刈

っていた。ほんの少しだけ話を聞く。

この地で生まれ、ず～っとこの地で生きてきたと

言う。“飛騨はあの山の遥かに向こうです。山は笠

置山、木曽川はその手前を流れている・・”

老女の話を反芻しながら下って行くと、小さな祠

があり、「佐倉宗五郎大明神」と表示してある。 ＜赤い鳥居４～５基の小さな祠＞

何故、こんな所に我が下総国の義民、佐倉宗五郎（1612～53年）が神として祀られているのか？

先ほどの「おばあさん」に聞けばよかったが。（恭リーダーは宗五郎ではない？と首をかしげる）

（後でチェックしてみると）佐倉宗五郎はこの美濃地域だけでも、多治見、春日井、恵那市など

に祀られていることがわかった。前述の「尋常（よのつね）ならずすぐれたる徳（こと）のあり

て・・」という本居宣長の言を想起する。

正確かどうか確かめきれないが「岩村藩竹折村の庄屋、田中氏は将軍に直訴して農民達を救った

が首をはねられてしまった。佐倉宗五郎事件と似た義民として祀られている」という説だ。

この、田中氏は、この種、義挙の象徴的な佐倉宗五郎と重ね合わせて祀られていると思える。

江戸時代、過酷な徴税に苦しめられ、たまりかねた農民が一揆に走ろうとするのを制止し、自

らの命と引き換えを覚悟で直訴する、という例は枚挙に暇がない。

このような庄屋や名主は農民を救った「義民」として深く敬慕され、神として祭られるのだ。

この、「義民」を実名で、或いは佐倉宗五郎とダブらせて祀っている例は北は秋田、山形から埼

玉、東京はもとより、長野、静岡、愛知、岐阜、愛媛、熊本と四国、九州まで、日本全国に２０
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社は下らないようだ。

江戸時代、飢饉や徴税に苦しみ、耐え難くなって蜂起した所謂「百姓一揆」は全国で３０００

件以上あったといわれる。（先の甲州道中で知った江戸時代末期の「犬目の兵助」の「一揆」も

ほんのその一つに過ぎない）

搾取、圧政の時代には佐倉宗五郎を身近な親しみの持てる救世主として信仰し、これが苦しみ

からの解放に力を与え、勇気をもたらすものとなったのだ。

「郷土を救った人びとー義人を祀る神社」（S-５６年神社新報社出版）という本の書き出しでは、

“・・農民のため、漁民のため、すすんで自らの命を捧げた人々、10年、15年と独力で山中

の絶壁に水路を掘り続けた人々、来年の種のために飢餓してまで籾を残した人・・、これらの人々

に対する郷土の信仰は、この日本が続く限り決して消え去ることはない”とあるが、まさしく、

「義」の廃れた今日、純粋に深く思い刻みたいところである。

（＊そこで、また横道、佐倉宗五郎に触れる。諸説多く，講談、歌舞伎のシナリオと混交するが・・）

義民の代表者、佐倉宗五郎、本名、木内惣五郎は１６１２年、佐倉領、下総国印旛郡公津（こうず・現在成田市台

方）で生まれた。２６石余の田畑を持つ名主であったが、領主・堀田上野介正信の苛政（印旛沼の埋め立て事業で

失敗し年貢の取立ては厳しくなるばかり）に対し、農民を代表して数名の名主と共に堀田家江戸藩邸へ門訴したが

聞き入れられなかった。

やむなく彼は大老・酒井雅楽頭（老中・久世大和守とも、将軍後見役・保科正行とも）に駕籠訴えをする。この訴

えは聞き届けられたが堀田は酒井雅楽頭の説得にも耳を貸さない。

酒井は宗五郎の身柄を上野寛永寺の凌雲院大僧正・お手代、円珠院に預ける（寛永寺内は一種の治外法権エリア）。

こうなれば命を捨てる覚悟で将軍に直訴するしかない。（これまでは名主６人で進めてきたが将軍直訴となれば死

罪、宗五郎は仲間にこれからは一人で進めることを承知してもらう）。宗五郎に助言した円珠院は出入の駕籠屋（侠

客）・井筒屋五郎兵衛に命じて、妻子との別れをさせるため宗五郎を佐倉へ送る。

（江戸からどの路を通ったか確かめようがないが）印旛沼の北側、安食（栄村）では、旅籠での役人の詮議を危う

く逃れ、沼の北岸、松崎にたどり着く。

此処で宗五郎は渡し守・甚兵衛の義侠に救われる。

甚兵衛は是までの恩義に報いるべく、禁を犯して舟を出し、宗五郎は妻子に

（妻に去り状、子供達には離縁状）別れを告げる。

帰途、役人に見咎められた宗五郎はまたまた甚兵衛に救われる。

甚兵衛はこの役人を殺した罪を負って印旛沼に身を投げて亡くなる。 ＜印旛沼・甚兵衛の渡し・転載＞

万治元年 12月 20 日、円珠院の支援のもと、宗五郎は寛永寺にお成りの将軍・家綱に直訴する。

この訴えは取り上げられ、堀田の悪政はただされ、農民は３年間、租税の免除などを受け、救われる。

しかし、宗五郎とその家族は掟により、本人は磔刑（妻が磔刑になったかどうかには諸説ある）、一男三女は死罪

（１０歳未満の女子には死罪はないという決まりにかかわらず、３人の娘を男の名前に変更して死罪にしたと言う。

堀田正信の木内家一掃の執念によると言われる）1653 年、宗五郎、４２歳であった。

この後、堀田正信は殿中での奇妙な振る舞いもあり、間もなく改易された（佐倉藩は江戸の東を守る要衝の地であ
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り、徳川一族・譜代大名が入封する重要な藩で江戸時代前半は、老中・大老となる幕閣の中心人物が入封し、罷免、

致仕、失脚のたびに藩主が入れ替わり、１２回もお家代わりがあった。幕末の藩主で老中を勤めた堀田正睦（まさ

よし）はまあ名君で蘭学を勧め、城下に順天堂（現在の大学の前身）を開かせ、学問を奨励した）

根絶やしにされた筈の宗五郎の木内家は実は直訴の時、既に嫁いでいた娘が 2 人あり、「はつ」という次女が主人

死亡後、公津の地に戻り養子を迎えて「木内家」の再興を果たした。

現在、その１６代目、木内利左衛門氏が義民の血を継承している。

「義」の失われた今日の世、佐倉宗五郎の霊廟、宗吾霊堂を訪れると、ただただ恥ずかしく、頭を垂れるだけとな

る。命をかけて宗五郎を助けた「甚兵衛」は今も印旛沼の畔に「甚兵衛渡し」の名で残っている。

義を礼を信を取り戻したいものである）

４）「是より東十三峠」

「大久後の立場」を過ぎると佐薙リーダーが予告していた権現山の急坂。もう幾つ峠を越えた

か数えるのが億劫になってしまった。

ただ、此処までに出会った旅人は「京から江戸まで独りで歩いている」という青年と６０歳前後

と思える男女８人（かなり列は乱れていたが）のたった２組だけだった。

三十三所観音石窟（この石窟は 1840 年に建立された。旅の安全を祈って大湫宿の伝馬連中、助

郷の村々、定飛脚達から寄進された三十三体の馬頭観音が安置されている）に到着。

リーダーの指示に従いコンビニで調達してきたパン、握り飯、

飲み物で昼食、所要時間は約１５分。出発。

治郎が先頭で足取りよろしく下る。何となく山間の宿場が近い、

という感じだ。

（＊「湫」とは辞書によると「（愛知県で）低湿な土地。沼な

どのように水草の生えた土地」とある。（愛知県で）という

＜大湫宿、是より東十三峠＞ ところに“なるほど”と思わされる）

先ず、目に付いたのは「自動販売機」、よくも、この３里余、コンビニどころか自販機もないと

いう「素晴らしい？！」区間を残してくれたものだ。

往時の旅人も「吸筒・水筒」を担いで歩いたのだろう。人夫などが駕籠などをとめて休息を取る、

所謂「立場茶屋跡」が４ケ所も残されている。

峠は幾つあったのか？「十三峠におまけが七つ」というが、（名前の付いた坂は２７ある、いや、

もっとあるとの記述を見た）、この十三は何からきたか？

（＊小生には子供の頃、仏壇の前でしばしば聞かされた十三仏―なあむ、不動、釈迦、文殊、普

賢、地蔵、弥勒、薬師、観音、勢至、阿弥陀、阿閦（あしゅく）、大日、虚空蔵―が思い出され、

つい是に結びつけたくなる。往時に植えつけられた日本人の佛心に及ぶのだが浅はかなことか）

「是より東十三峠」を以って、中山道難所の一つをクリアーしたことにしよう。

（＊GPS 受信機で碓氷峠（横川～沓掛）、和田峠（和田宿～下諏訪）、十三峠＋琵琶峠（坂本立場～細久手）、

の難所比較をした人がいる。ちょっと拝借してみる。
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・最高点―碓氷峠・１１９４米、和田峠・１６０８米、十三峠・５６２米。

・ 標高差―碓氷峠・８０１米、和田峠・７６６米、十三峠・２８３米。

・ 累積標高差（上り）―碓氷峠・９３６米、和田峠・１４５７米、十三峠・１６３４米。

・ 累積標高差（下り）―碓氷峠・３８５米、和田峠・１５０１米、十三峠・１５４７米。

これによって、十三峠は「中山道最大の難所の１つである」ことを納得するか。

それにしても、「積み重ね」とは、大したものだ。我々も良くやった！

２）神明神社の大杉、人々の営みを静かに見守って来たか？

用心深い徳川幕府は山間のじめじめした沼地のような場所に敢えて道を通し宿場を設けた。

東へ３里半、西へ１里半、山坂の多い難所のこの地に本陣１、

脇本陣１、旅籠３０のこの宿は今も尚昔の風情を強くの残し

て静かに呼吸をしている感じだ。江戸へ向かう多くの姫宮達、

皇女・和宮も此処で泊まった。

宿場の枡形になった辺りにあるこの神明神社の大杉、樹齢は

悠に１０００年は越えていそうだ。

恭リーダーが神社まで上がってお参り、小生が入り口、治郎

は神域に踏み入ることなく、拝んだ。ご利益に差がありません＜神明神社の大杉―佐薙写＞

ように。

３）“傘寿の２人に煽られないように！”・松尾からの応援メッセージ

大湫宿を出て、広重が画いた「母衣岩・ほろいわ」を過ぎると本日最後？“おまけのおまけ”の

「琵琶峠」にかかる。標高５５８米、中山道・美濃路の最高地点だ。

今も８００米ほどの石畳があり、これは「十曲峠」や「箱根」

よりも長く現存するものとしては日本一だそうだ。

草臥れてきた小生などには、有難くないタイトルだが、兎に

角クリアー。樹林帯を抜けたところで大休止。

昨日午後帰宅した松尾から携帯に電話（時々メールのやり取

りをして来たが面倒臭くなったから）が届いた。

松尾は一緒に歩いていない時は大抵１日に１回、様子見の

＜琵琶峠を登るー佐薙写＞ 電話をくれる。バテ始める頃の午後２時～３時だ。

激励と言えば聞こえはいいが、何か「ハプニング」でも起こっていないかと期待？を込めての

連絡である。

当方から「目下順調。左舷傾斜、右舷傾斜なし。艇速衰えず。・・」などと報告すると「そうか、

気をつけてな・・」などと些か失望を隠さず、今後に期待する？トーンのやり取りとなる。（＊

これは松尾の本意とは無関係に石和田がそう聞き違えてしまうと言うことだが）

勿論良きアドバイスと天気予報を呉れる。あと１時間で「細久手宿」、ありがたや。
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“傘寿の２人に煽られないようにな・・”、２人が生きて来た時間は合わせると１６０年、これ

だけ遡ると江戸時代末期、ペリー来航の１年前に届く。驚くほどの長さだ。恐れ入る他にない。

５）大黒屋・尾張藩の定本陣、話し好きのおばあさん健在。

「大黒屋」、５００年は続く、旅籠、尾張藩の「（指）定本陣」だったという。

入り口に８０歳は越えたと思える「おばあさん」が控えていた。今は息子夫婦に任せて隠居だが、

１６代？当主の奥さん、“話したくて、聞かせたくて

仕方ない”という雰囲気。息子に窘められて奥へ引き

下がったが、細久手宿の歴史を背負ってきた自負のよ

うなものが、滲み出ていた。

江戸末期、本陣１、脇本陣１、旅籠２４、家数６５

のこの宿も大湫宿と同じように、奥深い山の中に、鄙

びた風情を漂わせている。

今日は我ら３人の貸切り、２階の２部屋を独占、使い

＜１階座敷で夕食を待つ風景＞ 放題だが、築１５０年以上のこの建物、歩くと今にも

床が抜けそうに軋む。（この大黒屋に泊まった人とたまに出会うが、感想は似たようなものだ）

郷土料理を満喫、明日への備えは完了。

治郎がやけに「くしゃみ」を繰り返す。「富山の薬売り」よろし

く担いできた風邪薬を提供、この御仁は回復力抜群、１晩寝れ

ば明日はケロリとするだろう。

階下では、どうやらこの「集落の寄り合い」が催されているよ

うだ。

流石は「おばあさん」が自負するように、今もこのコミュニテ

イの中心であることを思わせる。

夜中から雨音が大きくなる。２日晴れたら２日は雨＜大黒屋の玄関、敷居は磨り減っていた＞

と覚悟しての街道歩き、これが潤いのある日本の自然を育んでくれているのだから・・

[ 8 ]２０１２年４月２６日（雨）細久手宿、御嵩宿、伏見宿、（美濃）大田宿

佐薙 高崎 石和田 距離２４。０Km 時間８H35M（７H25M）歩数４０．８００

７：０７ 御嵩宿・大黒屋発 細久手の六観音、平岩の石仏、県道との交差点・民家で訊ねる

８：２０ 鴨の巣一里塚、御殿場跡、一呑の清水（路に迷い引き返す）謡坂一里塚 々石畳

西洞坂・牛の鼻欠け坂

１０：３０ 和泉式部廟所、国道２１号・三叉路を左に（迷う、民家に問う）ルート回復

１１：２０～１２：００ 御嵩宿・昼食（食事どころ・江戸川）

１２：２０ 願興寺（可児大寺・蟹薬師）、名鉄広見線、鬼の首塚、国道２１号を進む

１４：３０ 伏見宿 本陣跡，今渡の渡し場公園
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１５：３０ 木曽川・大田橋、大田宿入り口、（宿場内を通らず）２１号、大田区役所前

１６：００ 大田宿・JR美濃大田駅着、

１６：１９ JR・美濃太田駅発「ひだ１４号」名古屋経由帰路

１）「牛の鼻欠け坂」、

県道との交差点（肝心な所にもう少し表示が欲しい）を過ぎると往時の面影を色濃く残す尾根路、

雨に打たれて新緑が一際すがすがしい。鶯の声も透き通るように響く。

“大田まで 傘たたませよ 春の雨”（宮）祈りをメールで届けてくれた。

やがて、西洞坂（さいとうさか）別名「牛の鼻欠け坂」にかかる。“坂があまりに急で登りの牛

が鼻づらを地面にくつけるほど”だからだそうだ。当方は下りで助かる。膝に来ないように小股

で歩けばよい。

それにしても「坂の名前」には、実に傑作が多い。三浦半島には

坂を下る馬が尻をこすった「尻こすり坂」（しっこすりさか）と

言うのがあるらしい。

我らに馴染みの箱根では、忘れてはならない「こわめし坂」をは

じめ「猿が滑った」とか「姫が転んだ」など・・、実に往時の人

達の体感がストレートに或いはユーモラスに伝わってくるもの

＜牛の鼻欠ケ坂＞ ばかりだ。

まあ、我等が身近に付けていいとしたら「ナンチク泣きべそ坂」いや失礼、「ジロウ微笑み坂」

とか「ジロウタ鼻歌曲がり」など、幾らでも浮かんでくる。（度が過ぎるとジロウにジロッと睨

まれそうだから止めておくか）

２）“何時またわれを・・”、和泉式部の廟所、哀れ

「牛の鼻欠け坂」を下り終えると、前方がぐっと開けた平地に出た。優しい木々の路とはお別れ。

「和泉式部・廟所」の案内板に従い、右折、左折して国道２１号に出る。少し行った右側の破れ

はてた小屋の脇に小さい立て札、その裏側にそれこそ、よほど気をつけなければ見過ごしてしま

うほど、ささやかに、その廟所は佇んでいた。

平安中期の歌人,中古三十六歌仙の１人、都でその才媛故に、高貴な

親王の寵愛を受け、人を愛し、情熱的な一生を過ごした恋愛歌人が此

処に眠っているのか？（生没年不詳、１０１９年没と言う説が有力）

天文五年・１５６３年建立のこの碑には、次のような歌が刻まれて

＜和泉式部廟所入り口＞ いる。

“ひとりさえ 渡れば沈む 浮橋に あとなる人は しばしとど

まれ”（どういう意味かは人それぞれに・・と言うことらしい）

趣くままに身を処して東山道を辿ったがこの地で病に伏し、現在の

鬼岩温泉で湯治したものの亡くなった、とある。

真実は兎も角、何だか“哀れ”と言うほかにない。 ＜和泉式部の廟所＞
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“たちのぼる 煙につけて 思ふかな いつまた我を 人のかく見む”（後拾遺集５３９所載）

この粗末な石碑を前に「いつまた我を 人のかく見む」の箇所が心を刺す。

因みに命の儚さを詠んでいる似た歌を挙げておく。

“あわれなり わが身のはてや あさみどり ついには野辺の 霞と思おもえば”（小野小町）

“とりべのは 昨日も今日も 煙立つ 眺めてとほる 人はいつぞや（西行）

２）路には迷えど食事処へは行き着く？！

和泉式部の廟所から少し先で国道２１号は２手に別れる。

佐薙リーダーが絶えずルートを確かめる為のガイドブックには「中山道は２１号とほぼ重なるか

それより少し左側（２１号を右に見る）を辿っており、丸山稲荷神社から左に入る」とある。

表示は確認できなかったが、前方には街道の両側

にある家並みも散見されるので、この丸山稲荷の

交差点で２１号を右に見ながら農道に入る。

多少の疑念を持ちながらもそのうち中山道の表示

が出てきそうなものだと思いつつ進むこと１５分

ほどか。堪らず民家に駆け込むがなかなか人には

会えない。何軒目かで漸く神の救いに会う。

“国道の反対側、向こうですよ・・”といかにも

＜分かれ道に立つ丸山稲荷神社＞ 素朴な風情のご夫人が気の毒そうな顔をしながら

教えてくれた。雨は降るし，順調に腹は減ってくるし、踏ん張りどころだ。

無事軌道修正、３０分余で御嵩宿に入る。しかし、宿場町で食堂を探すのは容易ではない。

いざ食事となると俄然前向きに動いてくれるのが治郎どの。

早速、御嶽駅（名鉄・広見線の終点）入り口の交差点角の薬屋に飛び込んで聞き出してくれた。

古い集落を外れた新開地？に「食事処・江戸川」という看板、出迎えてくれた「お姐さん」の容

貌、雰囲気、何だか急に現代に近くなった感じだ。メニューもかなりモダーン。

窓の外近くを２１号が走り、聴けばこの道は国道２１号のバイパスでオープンしたばかりとい

う。１０年前出版の恭リーダーのガイドブックにある筈がない。

（後で調べたところでは、２手に分かれた国道はどちらも２１号と表示され、中山道がその中間

を走っているのだから、国道の右と左、北と南があべこべになってしまい、始末が悪い。

「案内書どおり、丸山稲荷を見て左を進む、の言葉どおり進むのは大間違い」という記述もあっ

た。「大間違い」とはこの御仁、かなり堪えたようだな。我々と同じようにミスリードされたウ

オーカーは随分あったようだ）

食事は上手かった。

なんで、「江戸川」と付けたか？聴くのを忘れたか、聴いたが忘れたか。

（＊「江戸」とは徳川家康の旗印・「厭離穢土、欣求浄土」の｢穢土・けがれた国土、三界六道

の苦しみのある世界、凡夫の住む娑婆｣から取ったと言うが、そうかなあ？「穢れたこの世か
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ら離れたい」のだが、其処を｢穢土=江戸｣と名づけて本拠地とするとは、深慮、読みが深いと申

し上げておこうか。

４）名鉄・広見線存続運動・御嵩町役場の頑張り

宿内の枡形を通り願興寺（嵯峨天皇の頃、８１５年に伝教大師により開山、天台宗の古刹。別名、可児大寺、蟹

薬師とも言う。最澄自刻の薬師如来が本尊、一条天皇の皇女・行智尼がこの地に庵

を結び、厚く信仰していたが、９９３年、近くの池で数千の沢蟹の背中に乗った一

寸八分の尊像が顕現し、この奇瑞を以って伽藍が整備された。寺内には２０を越す

重要文化財がある。どうも示現する仏像のサイズは浅草の観音様など一寸八分が相

場？のようだな）の門前を過ぎて国道２１号を少し西に行ったところ

の「鬼の首塚」の説明板を見ていると、すかさず車を寄せて停車＜天台宗・大寺山・願興寺＞

パンフレットを手にした御仁が声を掛けてきた。

今、名鉄・広見線が廃線になりそうで、御嵩町としては町を挙げて観光客の誘致などに腐心して

いる最中という。

役場の OBらしく、この件について、嘱託として奮闘しているよ

うだ。リュックを担いで看板などを見ていたら見逃さないというこ

とであろう。

「皆さんはどちらから？・・先日も昔の学校仲間で東大を出た友人

が５～６人を引き連れてきてくれました・・」と当方の意見を聞く

のか吹聴、宣伝なのか，よくわからなかったが、折角だから「和

＜鬼の首塚＞ 泉式部の廟所はもう少し大事にされたらどうか。願興寺は魅力があ

りますよ。そして、看板、表示をもう少し丁寧にされたら、食事処「江戸川」は良かったですよ・・」

なんてささやかなアドバイスをした。

残念ながら雨で見えなかったが御嶽山の眺望は素晴らしいと聞く。御嵩町だものね。

頑張ってください。

５）遂に、滔々たる大河・木曽川を渡る。

御嵩宿からは殆ど国道２１号とつかれはなれず、只管太田橋、太田橋を目指してやってきた。

途中の伏見宿などは角のコンビニでビニール傘（３９８円）を買ったことくらいか。

（今回、新調したばかりの折りたたみ傘（メイド・イン・

チャイナ）は開いたり閉じたりしているうちに早くもアウ

トになった。このビニール傘も GDP世界第２位の経済大

国製である） 明智光秀のでた「あけち」も通ったが。

少し上流で飛騨川と合流した木曽川は、豊かに水をたたえ

て悠然と流れている。

＜木曽川・大田橋から上流を見る＞ 本山・日出塩を出てから８日、そのうち初日を除いて我々
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は殆んど木曽川と共に下ってきた。（恭リーダーの公式記録では本山・日出塩から大田まで１４

５Km だ）

そして、木曽川は流れを集めて大河に成長している。

とどまることなく時には荒々しく、時には華やかに黙々と

流れ下り、自らの姿を逞しく、力強く築いてきたと思える。

恭リーダーの判断で太田宿を通らず JR 美濃大田駅まで国

道・近道をとった。

“今日もまた 友は傾く 右へ右へ”（恭）

というぎりぎりでのゴールイン。 ＜木曽川に架かる大田橋＞

雨具を脱ぎ、多少の身繕いをして目出度く「ひだ１４号」で名古屋経由帰路、車中のこと省略。

＜あとがき＞

今回のウオーク、木曽路１１宿、中山道・美濃路８宿（贄川～大田）は今迄の街道歩きでは得られなかっ

た全く別次元の感慨を覚えた。

是までも半日や１日、世の雑踏を離れ、古き時代の雰囲気に浸り、往時に思いを馳せることはあったが

今回はそんな途切れ途切れの話ではない。

木曽路１１宿、中山道・美濃路の御嵩宿まで、特別に大規模な歴史的遺産がある訳ではないが、連なる山、

狭い谷、流れ下る清流、大自然のなかに埋め込まれてきた素朴な人間のささやかな暮らし、これらが一体

となって形作る時空は言葉に表しつくせない、優しさ、暖かさ、安らぎを与えてくれた。恭リーダーはも

とより、「また歩く機会があったらこのルートが一番のお勧めだ」とはメンバーの殆どの思いである。

今回のウオークには部分参加を含めて６名全員が参加したし、更に札幌から蛭川夫妻の特別参加があって、

意義深いものがあった。街道歩きの旅籠で傘寿２人目も誕生、間もなく更に２人、メンバーの３分の２が

大台替りとなる。この時期に５街道中最長の中山道踏破に挑戦出来ていることは格別である。

未曾有の大震災から１年半、北東アジアの情勢は過去に経験したことのない激しさで我らに襲いかかって

いるが、先人が今日より遥かに苦難な事態を克服してきたことは容易に想像できる。

我らは生かされている時代の試練に向き合い、なお歩き続けたいものである。

この記録「挑戦！中山道六十九次―その３」もまた数百枚の写真をせっせと取り続けた松尾のお世話によ

る。木曽路１１宿の後半には、カメラが疲労困憊してネ（シャッターを押す度に煙が出る？）を挙げたが、

騙しだまし何とか撮影時刻の入った映像を撮ってくれた。

しかも、これらをきちっと整理して、PC が重くて！挙動緩慢になるほど遠慮なく送ってくれる。

限度ギリギリでウオークしている「五体不満足」にとっては、是が何よりありがたい。

もとより、是は十分な事前調査に基くプランを建て、旅籠の予約まで、万般きめ細かくお膳立てをし、メ

ンバーの足取りを見ながら調整をしてくれる恭リーダーは言うに及ばず、話題をふんだんに作ってくれる

友、１７文字で上手に味付けをしてくれる友、不思議なほどローカルの事情に詳しい友、そして、１年生

の涸沢合宿で不運にも落石を受け、爾来常人並みの登山は適わなくなったが、山への思いは変わらず、今

も長野県の県歌「信濃の国」を６番まで諳んじて歌える在京の友、などの合作である。感謝のほかにない。
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（追 記）

富士山、大雪山系トムラウシ・登頂祝賀会

７月、佐薙は北海道大雪山系・トムラウシに蛭川君などとテントを担いで登り、８月５～６日には恭、治郎の両翁？は

国立の学生に山の良さを感じさせるべく企画された富士登山に参加。治郎は学生１６名、OB１０名の文句ない最長老と

して頂上のお鉢周り、剣が峰に立ち、名実共に登頂を果たした。富士山博士の恭リーダーは帰りのバスで富士山につい

てスピーチ、その薀蓄を遺憾なく示した。

傘寿の２人が揃いも揃って日本一の山に登り、未だ衰えぬ体力と頭脳を披瀝したことは何とも素晴らしいことだ。

４倍も生きて来た大先輩の姿から後輩達は貴重な教訓を得たであろう。

そこで、早速、松尾の発起で８月２０日、「治郎、恭両君の快挙・祝賀会」を開催した。

福田君も参加、賑やかなものだった。ただ、今回は「話題？」が少なく、我ら無事？登頂を願って来た者にはやや期待

はずれとなった。

長い間、「傾斜を引き起こしてきた原因はシューズ？にあり」

と解明、これをあるシュウーズメーカーの製品で見事に解決

した治郎は、富士登山を難なくこなし、今後への気がかりを

一掃した。「従軍記者やカメラマン」としては、取材の材料が

１つ減ったことに、何とも拍子抜け？寂しい気もするが、予

期せぬことは起こるのが常、いつもペンとカメラを構えて、

大事な瞬間を見逃さないように備えて置かねばなるまい。

＜８月２０日、祝賀会、如水会館１４Fサロン＞

今回、この開催日の設定に当たって、主賓の都合で松尾が苦労したことは、触れておくかな。

予告した開催予定日の数日前に、これも今後に備えての身体の補修なのだが、外科的手術を受けると言い出した。

“あとが痛いぞ・・”などとアドバイス？されたりして、右に傾き左に傾いた挙句、「ヤマイダレをはずしてテラまで持

ってゆく」（これは良く出来ている）と、入院、手術は諦めた模様で、流石は決断も早いと感心、お陰で主賓を真ん中に

すえての祝賀会開催となった。

（ところが、舟は相変わらず揺れるようで、１ケ月半後に処置を受ける手続きを済ませたそうだ。 テラまで持って行

くのは、どうもお気に召さないと見える。これからへの「備え」なのだろう。友達をなくすなよ）

主賓殿よ、「祝賀」とは気持ちだけで何の「お祝いの品」も差し上げなかったのに、主賓からは「Keiko Farm」特製の

ジャムを頂いたことに深謝申し上げます。

まだまだ、快挙あり、祝賀の集いが続きますように、今後も楽しく、愉快に、頼りがいのある仲間でありたいものだ。

２０１２年８月２５日

四郎、非礼を詫び、友情に感謝しつつ 擱 筆
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附１ 中山道ウオークに記録 （本山宿・日出塩～大田宿・佐薙リーダーによる）

＜距離７５Km 時間３１H35M（２６H４５M） 歩数１３５，６００＞
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附２ 中山道写真８－１（贄川～奈良井―松尾写）
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附２ 中山道写真８－２（奈良井宿～木曽福島宿 松尾写）
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附２ 中山道写真８－３（木曽福島宿～須原宿 松尾写）
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附２ 中山道写真８－４（須原宿～三留野宿・南木曽駅 松尾写）
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附２ 中山道写真９－１（三留野宿～妻籠城跡 松尾写）
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附２ 中山道写真９－２（妻籠城跡～妻籠宿 松尾写）
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附２中山道写真９－３（大妻籠～馬籠峠 松尾写）
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附２ 中山道写真９－４（馬籠峠～馬籠宿 松尾写）
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附２ 中山道写真９－５（馬籠宿～中津川宿 松尾、佐薙、宮川写）
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附２ 中山道写真９－６（中津川宿～美濃大田宿 佐薙写）
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