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ふらっと旧東海道            2009.4.30 

天竜川を渡り「見附宿」へ 12km歩く 
 

4月 30日、先回の続きで天竜川駅をスタートして東へ向けて歩いた。今

回のメインはなんと言っても天竜川を歩いて渡ること、次に熊野(ゆや)の長

藤の見学と、見附宿では旧見附小学校の見学だ。 

  

田植えが始まり、麦が生長している 

  
今回も 7.07"の区間快速に乗り大府から豊橋行きの新快速に乗った、29

日からお休みの会社も多いので刈谷で降りる人は尐なかった。でもその代り

安城や岡崎まで行く人が多く、私だけ席に座ることは出来なかった。安城で

は座れるかと思ったがだめで、岡崎でやっと 4人そろって座ることができた。 

六日前に比べて田園の景色が変っていた、麦畑は緑の色が濃くなって成長し

ていることが分かるし、田んぼにはすでに田植えが終っていたのだ。まだ小

さな苗が水の中にゆれている、それに三河の山並みは一段と緑が鮮やかにな

ってきたのが感じられる。同じ場所を走っていても回りの景色は季節ごとに

移り変わっていく、恵まれた自然に囲まれて生活できることは嬉しい限りで

ある。豊橋で乗り換えしばらくして左手に大きな岩山が見えてくると県境で 

静岡県に入る。 

  

二度続けて天竜川駅をスタートする 
  

先回同様 9.10"スタートする、東海道に出て右折して進むと旧薬師村で

10"も歩いたら「凧工房」があった。浜松の凧揚げは知られているが、凧を

作っている店は珍しい。「みやび」という店で、ショーウインドには色とり 

 

  
凧工房「みやび」 
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どりの小さな凧が飾られていた。隣には大きなシャッターの山車蔵を思わせ

る建物があったが、きっとでかいサイズの凧を作るのだろう。 

その先には立派な松並木が残っていた、そのうえ松の木の根元には色とりど

りの草花が咲き美しかった。きっと近くの人たちが手入れをしているのだろ

う、花のある景色は人の心を間違いなく和ませてくれ嬉しい限りだ。すると

目の前に国道一号浜松バイパスが高架で走っており、コンクリートの構造物

が行く手をさえぎるように横たわっていた。高架をくぐり安間川を渡ると東

海道の標柱がある、でもこの辺りにあるはずの安間一里塚跡が見つからない。

よく見ると 2・3m 離れた金網の傍に杭が一本建っていて、それに「安間一里

塚跡」と書かれていた。ちょっと寂しいがないよりはましと思わなくてはい

けない、そこから 3分ほど進むと金原明善記念館と生家がある。 

 

天竜川の治水に献身した金原明善 

  
金原明善は明治元年、37歳で天竜川の度重なる災害を絶ち民心の安定と

産業復興に立ち上がった。明治 10年には内務卿大久保利通に会見し、天竜

川治水のため全財産寄付を申し出て補助金の承認を得、翌 11年に私財 5万

6千円余を寄付した。この金額がいかほどのものかピンとこないが、歴史に

詳しい友もこの当時はかなりのインフレがあり分かりずらく今だと１０万

～１００万倍か、明治 19年の武豊線建設工事の人足は一日４銭だったとい

う。と、すると今のいくらに相当するのか.........。 

 

  
金原明善記念館と生家 

 

これに対して明治天皇が行幸、その記念碑が天竜川堤防の六所神社横にある。

その後も明善は北海道に農場を創設したり、岐阜県では濃尾大地震後の植林

計画を立案するなど社会の公共事業に大きな貢献をした人物である。私はま

るで覚えがないが、友が言うにはわれわれが 5年生の時の教科書に載ってい

たという。彼は教師になってその教科書を確認しているそうだから間違いな
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いだろう。でも、記念館にその教科書は見当たらなかったので、友は係りの

人に内容を話したがその人も知らず、その教科書をぜひ展示して欲しいと頼

んだ。記念館の向かいには生家が残されているが、明善の生家は名主の家柄

で建物は慶應２年に修復された。中へ入ってみたが大きな家はどっしりとし

た落ち着きを感じる。わが家みたいな中二階の造りだがとてもでかい、土間

も広く屋根には明り取りもあり、裏手には蔵もあった。 

  

天竜川を歩いて１１分２０秒で渡る 
  

記念館を出ると六所神社に突き当たり右に回って天竜川の堤防に出る。か

なり広い河川敶公園の向こうに水が流れ、右手には JRの鉄橋が左手に国道

一号の橋が見える広々とした景色がすばらしい。時間は 10.10"で六所神社

の裏手を回ると明治天皇の玉座碑、舟橋跡、天竜川木橋跡の標柱があった。 

ここから新天竜川橋へ向かう、２００６年１２月に歩道の併設された新天竜

川橋が完成している。それまでは東海道を歩く場合、橋が狭いのと交通量が

多く危険なためにバスで天竜川を渡らないといけなかった。 

手前の天竜川橋前の信号で道路を渡ると、新天竜川橋との間は上りの斜面に

なっていて小さな公園が出来ていた。寄ってみるとそこには天竜川に架かっ

た橋の推移が分かる説明板があった、それによると江戸時代は渡船でその後

明治７年小舟を並べて連結した舟橋が設けられ、きちっとした木の橋(幅

3.6m、全長 1163m)が出来たのは明治９年とある。しかも、この橋は昭和８

年今の橋が出来るまで使われた。 

新天竜川橋は国道一号の下り専用で片側４車線、それに幅 4m程の歩道が

ついた橋に生まれ変わり従来の新天竜川橋は上り専用線になっていた。天竜

川には多くのダムができて流れは川幅の半分もないほどだったが、これがひ

とたび荒れ狂うと手が付けられなく、氾濫を繰り返して多くの人が難儀をし

ていたのだ。今も流れは真っ直ぐではなくて、S字型のところがあった。 

 

  
新天竜川橋(左は旧天竜川橋)        天竜川最初の橋 
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渡り始めて気がつき時間を計ったところ、橋を渡るのに１１分２０秒を要し

た。 

 

家康は天竜川渡船に特権を認めた、その理由は? 

  
橋を渡り渡船場跡へは 1km程上流へ向かう、この間は堤防を歩くと景色も

よく風も感じられるが交通量が多く危険なので、堤防と東海道の中間にある

小道を歩いた。所々に「熊野(ゆや)の長フジ」の案内看板が出ていた、途中

で話をしている叔母ちゃんに道はこちらでよいか尋ねると「もうちょっと早

くおい出るとよかったね」という。フジの花は盛りが過ぎているというのだ、

そうかやはり今年は花が咲くのも早いようである。やむを得ない、しばらく

すると道を左右に移動する人が見えてきた。たどり着くとその左が堤防で渡

船場跡の碑が建っており、その向こう側の河川敶が熊野の長フジを見に来た

人の臨時駐車場になっていた。 

渡船場跡の碑の前で記念撮影をして堤防に上がってみると、広々とした景

色が広がってすばらしい眺めだった。この地は旧池田村で天竜川が三方原と

磐田原の間を乱流し、平野を形成し１１７０年頃南北 10km、東西 5kmとい

う広大な荘園である池田荘ができていた。東海道が交通路として重要になっ

てくると、浜松城主だった家康は池田の渡船を重要視し、天正元年(1573)

舟方の年貢や諸役を一切免除した。さらに渡しの船頭を殴れば死罪とすると

いう制札をだすなど特権を認め保護した。 

では何故これほどまでに池田の渡しを保護したのか? それはこの時代の背

景がそうさせたことに他ならない。まだ江戸幕府が出来る前であり世の中は

安定しておらず、特に家康にしてみれば武田信玄の脅威に脅かされていた。

そのためあれもこれも手が回らず、よく言えば任せたのだが今流に言えば

「丸投げ」したわけだ。渡船場は三箇所あり、川の水量に応じて使い分けら

れていた。 

 

  
天竜川渡船場跡碑の前にて        家康の天竜川渡船許可証 
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下の渡船場は平常水位の時使用し、中の渡船場は中程度の水位の時、高水位

の時に上の渡船場を使用した。本陣２軒、宿屋も数軒あって間(あい)の宿と

して栄え、池田の渡船は明治になって天竜川に橋がかかるまで続いた。 

 

熊野(ゆや)御前と長フジ 
  

渡船場跡から尐し上流に池田橋跡の碑と、家康の出した天竜池田渡船許可

証の説明板がある。ここにも臨時の駐車場が河川敶にあり、大勢の人が行き

かっていた。その流れについて行くと行興寺で、ここは謡曲「熊野」で知ら

れる池田宿の長者の娘「熊野御前」が建てた寺といわれている。熊野とその

母の墓は町の文化財になっている。寺の境内には熊野が植えたといわれる見

事な藤棚がある、花房は 1.5mにも及び熊野の命日という５月３日前後は大

勢の人でにぎわう。樹齢８５０年と推定されるフジは国の天然記念物に指定

されている。花は盛りを過ぎてちょっと残念だったが、お参りのあと腰を下

ろしてソフトクリームを食べながら、花の香りを楽しんだ。 

本堂横に熊野御前の墓があり、裏手にもフジ棚が広がっておりかなり広かっ

た。そのうえ能舞台まであり、大正琴の演奏が行われていた。ゆっくり演奏

を聴くことが出来なかったのが残念だった。 

 

  
熊野の長フジ              能舞台では大正琴の演奏 

 

街道名物だった「長森かうやく」 

  
行興寺をあとにして天竜川の下流に向かって歩き、国道一号の磐田バイパ

スと国道一号を横切って進むと東海道は左に曲がる。その角には山田さんの

家があるが、どうやらこの家が江戸時代前期に作られた「長森かうやく」の

山田与左衛門家のようだ。もっとも今は現代風の家に変っている。長森かう

やくはあかぎれや切り傷に抜群の効能があり、近隣の村人はもちろん参勤交

代の大名たちや、東海道を上下する旅人の土産物として大変な人気があった
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という。山田家には今も桜の木の一枚板の看板が残されており、中央の上に

は１６弁の菊の紋章がついている。製法は極秘中の極秘でたとえ妻であって

も明かされることはなかったというが、現在は作られていないそうだ。した

がって今となっては、家の前に立てられた説明板を見なければ知ることもな

い代物になってしまった。またこの付近には長森立場(旅人や馬の休憩場)

があった。 

  

ランチはラーメン、でも選んだ店が...... 

  
若宮八幡宮の前を通り JA 豊田支店の手前までくるとラーメン屋があった、

角煮厚切りラーメン「一番屋」としてある。浜松まで来たので一度うなぎな

んぞ食べたいと思っていたが、時間も丁度 12.00"だったのでラーメンに決

めた。メニューを見るとラーメンは７００円、五目ラーメン８５０円となか

なかいい値段になっている。ただラーメン＋１００円とか２００円でサラダ

とかチャーハンなどいろいろな物が食べられるシステムになっていた。 

つまり、ラーメンだけでは足りないという人にはそれなりの値段で食べられ

ることになる。が、そんなに食べられるわけでもない年寄りなのでネギラー

メンの醤油味にした。３人はネギラーメンで友だけは坦坦麺にしていた。出

されたラーメンはちりちりの細麺でなかなかいい味だった。それにラーメン

を頼むと小さなアイスクリームのサービスがついていたのもよかった。 

それなりに満足して店を出たのだが、しばらく行くとまたラーメン屋があり、

その看板にはラーメン４００円．水曜木曜日ビール半額とあるではないか。

今日は木曜日なのだしまった!! さらに進んだ所にもラーメン４００円の

看板があるではないか。先が分からないと言うことは不便なことだ。 

  

花に囲まれた「宮ノ一色一里塚」 
  

  
秋葉山常夜灯             宮ノ一色一里塚跡  
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ラーメン屋を何軒か見ながら進むと旧宮ノ一色村に入り、道端に秋葉山常

夜灯があった。竜の彫り物があり竜燈とも呼ばれ、風除けに周りを板で囲み

上の部分だけ灯りがもれるように、格子になった貴重なもので地元の自治会

で管理しているとあった。そこから４分も歩いた所に宮ノ一色一里塚はあっ

た、つつじの花が植えられた塚はこれまでに見た一里塚とは趣を異にしてい

た。あまり見ない横書きの石碑がある塚の上へはコンクリートの石段が付け

られているのだ。そこは経済連のバス停の前でもあった。 

一里塚から万能橋、一言橋を渡ると大きな工場が現われた、高砂香料という

化学工場だ。でも何を生産しているかは知らない、工場の横をさらに進んで

行くと屋上に恐竜が立っているゲームセンターがあった。これってどういう

意味があるのだろう、まさか親がゲームしている時子供は恐竜と遊ぶわけで

もあるまいに。 

              

遠江国分寺跡で休憩する 
  

旧中泉村に入ると立派な中泉公民館がある、欧風な感じのするオレンジ色

の丸瓦が使われた屋根はとてもシックですばらしい。そんな近代的な建物の

反対側には大正時代と思しき古い門柱が立ち、○○医院の文字が読めた。で

もその敶地は大通り沿いなのに草がいっぱいだった。そんな通りは緩やかに、

そしてかなりの下り坂になって続いていた。 

今までこんなに上った記憶はないほどの下り坂で、途中には立派な和菓子屋

さんがありまた宝石店もあった。そんな通りの先にパークホテルという高い

ビルが見えてきた。その一筋先が駅前通で、そこを左折して進むと「蚊帳の

博物館」の垂れ幕のある店があった。確かに店先には蚊帳が並んでいた、500m

も行くと遠江国分寺跡に到着した。東西 180m、南北 253m という広い敶地は

公園みたいな広場になっていて、学生たちが写生をしていた。 

 

  
国分寺跡の碑と説明板           国分寺跡(正面のビルは磐田市役所) 
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国分寺とは 奈良時代(７４１年)に、聖武天皇の命令により日本国内 66の

国に建てられた仏教文化を代表する寺院で、僧寺と尼寺(国分尼寺)が一緒に

建てられた。遠江国分寺と国分尼寺は古代「大之浦」を望む景勝地に、両寺

の金堂、講堂の建物中心線を同一にして、国分寺の北 200m に国分尼寺を配

して建てられた。 

遠江国分寺は七重の塔、講堂、中門、回廊などを築地塀などによって囲み東

西 180m、南北 253m に達した。現在も塔や金堂跡には礎石が残っていて、国

指定特別史跡に指定されている。愛知県の国分寺は三河が国府付近に、尾張

は定かではなく国府宮あたりではないかと言われている。 

国分寺跡の草原に腰を下ろし、お茶を飲みながら古に思いをはせるひと時は

吹く風もさわやかだった。 

  

見附小学校は外からの見学 

  
13.47"国分寺跡を出て見附小学校へ向かう、途中に西光寺という大きな寺

があった、また見附小学校と同じような形の小さな建物が現われた。何かと

思ったらトイレだった、よく目立つし観光都市らしくてよい。直に見附宿木

戸跡を通り、姫街道分岐点を過ぎると東海道は右に曲がる。メインストリー

トを尐し歩くと見附小学校に到着した、淡海国王神社の鳥居の横に５階建て

の白い建物がそびえている。 

 

   
旧見附小学校 
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見学しようとしたら、祭日の翌日は休館日となっており中へは入れなかった。

やむを得ず窓から中をのぞくことしかできなかった。旧見附小学校は学制発

布間もない明治８年(1875)に落成した、現存する日本最古の洋風木造小学校

校舎です。当初は４階建てでしたが明治１６年に増築されて今の５階建てに

なった。記録によると明治１４年の生徒数は男子 300名、女子 182名の合計

４８２名で、就学率は 66％でした。大正１1年まで小学校として、その後は

洋裁学校、病院として使われ現在は資料館になっている。白い洋風の建物は

今でも存在感のある、すばらしいデザインで立派な建物だと思った。 

 

  
東の見附宿木戸跡            歌川広重の描いた「見附宿」 

 

このあと東の見附宿木戸跡まで歩き、国道一号に出て 14.49"のバスで磐田

駅に戻った。歩数は 23.700歩で、15.21"の電車に乗り帰路に着いた。 

  

ふらっと旧東海道                2009.5.15 

見付宿～袋井宿～掛川へ 15km 歩く 
  

尐し暑くなってきた５月１５日、曇り模様のお天気を確認して先回の続き

を歩いた。このコースでは袋井の真ん中から三ケ野橋の 3km ほどはすでに歩

いているので、できればバスで移動したいと思っていた。 

  

スタートは見付宿東木戸跡 

  
これまでは７.07"の区間快速に乗って出発したが、だんだんと東へ距離が

遠くなってきたので、帰りのことを考え武豊線の二番列車 6.33"に乗って出

発した。磐田駅着 8.39"、駅前のバス乗り場でダイヤを見ていると、見付と

表示のあるバスが②番のバス停に入ってきた。でもこのバスは商店街の見付

を通るコースを走るようで、われわれは国道を通る見付で降りなくてはいけ

ない。①番のバス停でコースをよく確かめると国道見付へ行くバスは、通勤
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時間帯なので時間５本走っており次は 8.53"だった。これなら直に来るので

やれやれと安堵して周りを見回すと、バス停のとなりに大きな楠木があった。

その名前が何と「善導寺の大樟」だった、地元緒川の善導寺と同じ名前だっ

たことと、大楠はこれも地元の伊久智神社の大楠と同じであった。 

でもこちらは樹齢７００年で静岡県指定天然記念物となっており、大きく広

げた枝振りといい幹の太さも伊久智神社の大楠を上回るものだった。乗り込

んだバスはすいており腰掛けて 7・8分も走ると国道見付のバス停に着く、

ここから東海道へは細い路地を通って行く。途中には昔の通り名を刻んだ石

が置かれているなど風情ある小道だった。そして道が分岐する見付宿木戸跡

に着き 9.05"にスタートする。 

  

見付天神社と「しっぺい太郎」 
  

大通りから分岐する道は愛宕神社への階段を真ん中にして、右へ大通りが、

左へ東海道が分かれている。階段横の左の道を進むが、いきなりの急な上り

の坂道でとてもきつかった。宿場マップには「あと押坂」と載っており、そ

れほど急な坂道なので後ろから押してもらったというのだろう。 

しかし、愛宕神社の裏にあるという阿多古山一里塚は見当たらなかった。街

道脇になければ意味がないと思うのだが、神社の外れは傾斜面になっている

ために碑が建てられず境内に建てられたようだ。その坂道を上って行くと見

付天神社への小道がある、江戸時代にはこの道が表参道だったと記されてい

る。この見付天神社は矢奈姫神社ともいい、東海随一の学問の大神として崇

敬されている。 

境内には化け物退治の伝説で知られる、霊犬しっぺい太郎の銅像があり、

秋には奇祭「裸祭り」が盛大に行われる。この霊犬というのは信濃の光前寺

(駒ヶ根市)の飼い犬で、毎年人身御供を要求する化け物が「信濃のしっぺい

太郎に知らせるな」という話を聞いた旅僧が、光前寺の飼い犬と分かり太郎

を連れ帰り、化け物を退治したという。 

  

初めて富士が見える富士見町 

  
あと押し坂を上るとこの辺りは富士見町で、見付の宿場が見渡せる高台に

なっている。京を出立して東海道を上る時、初めて富士山が見えた所と言わ

れており、きっとこのあたりのことだろう。でも今は家並みが続き見晴らし

はよくない。そんな一軒の店先にきれいなポスターが張られており、覗いて

見ると「いわた大祭り」のポスターで大名行列が明日１６日にあるのだ。そ

の中におもしろいことが書かれていた。天明５年(1785)鳥人幸吉は初めて空
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を飛んだ、平成２１年幸吉は見付に復活する........とある。鳥のように羽

をつけて空を飛んだ見付の幸吉が羽をつけてパレードに参加するのだろう。 

街道を歩いているといろいろなことに出会い驚く、１５分も歩くと国道に合

流して尐しだけ緑のこんもりした横を通る。するとそこには何と「鈴ケ森」

と書かれた白い看板が立てられている。遠州鈴ケ処刑場跡で義賊日本座衛門

が処刑された所と思いきや、江戸で処刑され鈴ケ森でさらし首にされたとい

う。ほんとかな ? ふつうなら処刑した所でさらし首にするのでは、わざわ

ざ死体を運びさらし首にするかな。その処刑場跡前の、磐田市富士見町の看

板の付いた歩道橋を渡り反対側に行き、尐し進むと右に分岐する。ところが、

分岐するポイントは宿場マップでは分かりずらく、一瞬右折する道がないぞ

とびっくりするのだ。 

 

  
遠州鈴ケ処刑場跡            国道を渡ると松並木があった 
 

こんな時に友は地図をもっており正確なので、あと何メートルと分かり安心

する。やはり東海道を歩くには宿場マップと普通の地図がないといけない。 

  

古戦場大日堂から袋井市へ 
  

国道から分岐すると目の前に松並木が現われる、数は多くはないが立派な

松が並んで素敵な景色だ。松並木を見るとホッとするのと懐かしい気持ちに

なる、東海道には松並木が一番似合うのだ。そこからしばらくすると特別擁

護学校の磐田学園がある、なかなか立派な施設でその前を用水が流れている。 

この辺りは国道に並行した道が古戦場大日堂まで続く、尐し手前に車井戸の

道標があって左は明治の道と呼ばれる。その先では江戸の古道と鎌倉の古道

が左右に分岐し、直進すると古戦場跡に着く。ちょっとした小山になってい

るのだが、樹が茂り見晴らしは利かない。ここは遠江へ進出した武田信玄と

浜松城を出た徳川家康が戦った。古戦場を後にして三ケ野橋へ向かうが、ま

わりは田植えが済んだ田んぼが広がりここの道にも松並木があった。 
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小山が大日堂古戦場           三ケ野橋 

 

振り返ってみると古戦場大日堂はこんもりした小さな山であることがよく

分かる。そして、できればバスに乗りたいと思っていた三ケ野橋へ 9.55"到

着した。道路の反対側へ渡りバスのダイヤを見てがっかりした、午前と午後

に２本ずつあるだけで、真っ白なダイヤ表になっている。これでは致し方な

いので袋井宿まで歩くしかない。太田川に架かる三ケ野橋を渡ると、盛り土

された国道袋井バイパスがきれいな曲線を描いており、その下に田園が広が

って美しい田舎の景色があった。でも手前の畑にはお茶が植えられている、

こんな立派な農地にお茶とは解せない。普通お茶はやせた土地で栽培するも

のだが.......。そんなことを思いながら国道の歩道を歩いて行くと、突然

歩道が 3m程なくなっている。民家が一軒あってそこの部分だけ歩道がない

のだ、でもそれだけならまだしも、その家の垣根が枝を伸ばして 60cmほど

ある側溝まで占領しており、歩くには歩けるはずの所が歩けず車道を歩くこ

とに。これって何とかして欲しい、おそらく地元ではここを歩く人はほとん

どいないのだろうが、公共の土地を占領してはいけない。そして１０分程歩

くと蟹田川の西木橋を渡り袋井市に入る。 

  

信玄と家康のこぜり合い 

  
木原の交差点から東海道は分岐して左に折れて集落へ入って行く、丁度そ

こに木原畷まで 100m の看板と木原大念仏の大きなパネルがある。木原大念

仏というのは、天正６年(1578) 夏、高天神城から家康の様子を探りにきた、

武田勝頼の家臣笹田源吾が木原で討ち取られてしまう。その後村に疫病がは

やり源吾の霊のたたりではないかといわれるようになる。村人は笹田源吾の

墓を建て、その前で行った供養祭が木原大念仏の始まりと伝えられて、毎年

８月１３日・１４日に行われる。 
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木原大念仏のパネル           木原畷古戦場の説明板と許禰(こね)神社 

 

100m程行くと許禰(こね)神社があり木原畷古戦場の説明板がある、 許禰

(こね)神社はかつて熊野権現社と呼ばれ、そのいわれは木原の子供に熊野の

神がのり移り、この地に熊野の神を祭れば洪水を防ぎ、穀物の実りを豊かに

する、というお告げがあった事に由来する。木原畷古戦場は武田信玄が家康

と戦った三方が原の合戦の前の、元亀３年(1572)にこぜり合いを繰り返した

場所である。信玄はやがて二俣城を落として、三方が原へ進み家康を蹴散ら

したのだ。 

そこから２分も歩くと右側に木原一里塚が現われる、民家の外れの交差点角

にあり後方には工場も見えるが、石板の銘があり一石も置かれた立派な一里

塚だ。隣でお年寄りが二人立ち話をしていたが、その光景が過去と現代を合

わせて見ているようで、絵になっていた。やはり一里塚はこうでなくてはい

けないと思いながら進むと、左側に木原一里塚跡の標柱が民家の前にあった。

実際にあった場所とは尐し離れているが、土地が確保されて再現されたのだ。 

 

     
木原一里塚 
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東海道のど真ん中「袋井宿」 

  
東海道は再び国道に合流し１０分程歩くと、国道から右へ分岐して袋井の

宿場へ入っていく。じきに黒い板塀の旧寺澤家の長屋門が、さらに洋館の旧

澤野医院がある。この医院は江戸時代末期から昭和初期にかけて建築された

もので、市の指定文化財になっている。澤野家は享保１２年(1727)に作られ

た「山名郡川井村差出明細票」に内科医として名前が載っており、地域医療

を担っていたといわれる。きっと東海道を行きかう人もお世話になったこと

だろう。宿場には昔の建物は残っていないが、本陣跡や高札場跡が公園の形

で復元されている。ここ袋井宿は東海道５３次の中で、東からも、西からも

数えて２７番目のちょうど「どまんなか」である。そのため「どまんなか」

を売りにした街づくりが行われている。 

東海道の宿駅は１６０１年から始まるが、袋井宿は１６１６年最後に開設

された。本陣３軒、旅籠 50軒の宿場で、北に油山寺、可睡斎、南東の法多

山といわゆる遠州三山がある。中でも可睡斎は江戸時代に三河国・遠江国・

駿河国・伊豆国の曹洞宗寺院を支配下に収め、関三刹(かんさんさつ.宗派統

制の権限をもった関東の三つの寺で、ここの住職経験者から永平寺の住職を

選出した)と同等の権威を持った。 

この寺は日本一の火防守護、秋葉信仰の総本山で、11代住職が家康に招か

れた折、席上で居眠りを始めたが家康は笑って「和尚眠る如し」と言ったこ

とから、いつしか東陽軒だった寺の名前が可睡斎といわれるようになった。 

 

  
袋井宿にて               本陣跡公園 

 

街道が大きな通りと交わる所に「どまんなか茶屋」がある、前まで来ると

「どうぞ寄っていってください」と声がかかる。歴史講座で来た時もここに

寄ってからスタートしたことを思い出す。中に入って腰を下ろすとお茶を出

してくれて、漬物、お菓子もふるまってくれて袋井宿のパンフレットをいた

だいた。おばちゃん 1人とおじいさんが 3人で旅人の接待をしている、メン
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バーは 10人程らしいが普段は 2・3人でやっており、建物は市のもので運営

はみなさんボランティアでやっているそうだ。温かいもてなしを受けて 10

分程休憩した。 

 

ランチは おそば 
  

市役所前で右折して進むと立派な秋葉燈籠が現われる、寺院のような瓦屋

根でその上すばらしい彫刻が施されている。新屋の秋葉山常夜灯でとても保

存状態がよい。市内には石で作られた燈籠型と、木造の屋根の常夜灯が合計

14基ある。新屋の常夜灯は木造屋形で作者は不明という、かつては東海道

を行きかう旅人のよい目印となったことだろう。 

ここから東海道はコンビニの前を通り国道に出ると、すぐに右へ曲がってい

くことになっている。わざわざ国道に出ることもないので、コンビニの横か

ら東海道を進み 10 分程行くと松並木がある。右側には歩道がなくて松の根

元を歩くことになり、これでは松の根をいためてしまう。そんなことを話な

がら行くと、左側の松並木の左に用水に蓋をして通路が確保されていた。さ

っそく左側を歩くと、所々に通路がクランクに曲がって用水の水門が設置さ

れていた。田んぼへの水路が分かれているのだろう。松並木が終る手前に、

どまんなか茶屋で聞いてきたうどん屋があった。店はサガミで時間は昼尐し

前でタイミングもよいので入り、おそばとアナゴ寿司のセットを食べた。な

かなかの味で旨かった、コーヒーも飲んでゆっくり休憩し、掛川までの後半

に備えた。 

 

歴史探訪講座                2006.10.6 

袋井宿と 掛川城を巡る 
  

東海道中膝栗毛の袋井の出茶屋における、弥次郎と喜多八の悪ふざけのく

だりを勉強し、10 月 6日は袋井宿を歩き掛川城の見学をした。 

  

山之内一豊が天守閣を造った掛川城 
  

8.25”郷土資料館を出発して先に掛川城を見学した。ここ掛川城は大河ドラ

マで一躍有名になったのだ、お城下には千代と一豊館ができて PRしていた。

一豊はここに在城したのは 10年間で、その間に城の改築や城下町の整備を

行うと共に、この時初めて天守閣を造りました。その後関が原の戦いの恩賞

により土佐高知へ移ることになります。その跡を継いだのが一豊の弟松平隠

岐守定勝で、この人の妻が東浦は水野家の娘です。 
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               大手門と天守閣 
  

そのため歴史的には掛川と東浦は結びつきがあったのです。そんな歴史を学

び掛川城を見学すると、このお城はコンクリートではなく青森ひばの立派な

木材を使って造られていた。すばらしいお城だ、しかし階段の勾配のきつい

ことこのうえない。一般客を入れるのによく許可されたものと感心する。左

手に靴と傘さらにメモ用の画板を持って、カメラをポケットに入れて登るの

は大変である。そんな天守閣からみた掛川の町は、小雤のなかに美しくたた

ずんでいた。 

  

掛川城御殿 
 

天守閣の隣にあるこの建物は、7棟よりなる書院造で部屋は用途に応じ約

20部屋に分かれています。儀式、公式対面などの藩の公的式典の場、藩主

の公邸、藩内の政務をつかさどる役所という 3つの機能を併せ持った施設。 

 

  
天守閣から見た御殿            御書院上の間 
 

現存する城郭御殿としては、京都二条城など全国でも 4箇所しかない貴重な

建築物です。この御殿は安政の東海大地震で倒壊し 1855～1861にかけて時

の城主太田すけかつにより再建されました。そして明治 2 年までは掛川藩で
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使われましたが、その後学校、町役場、市庁舎、農協、消防署などに転用さ

れました。そして昭和 55年に国の重要文化財に指定されました。 

  

どまんなか茶屋から旧東海道を歩く 

  
旧東海道のちょうど真ん中に当たることから、「どまんなか」の言葉を使

って PRしている。ここ袋井宿は本陣 3軒、旅籠 50件をつらね人口は 843

人とある。宿場の外れには旅人が休息できるように茶屋があるのが普通だっ

た。ここは常設の茶屋がなかったので、出茶屋があった。広重の袋井出茶屋

の図となった所に、榎木を植えて現代の茶屋がありお客の休憩場所となって

いるのだ。ここに味噌饅頭があったのでおみやげに買った。 

 そして、雤のふる中を旧東海道ウォーキングに出発した。まもなくして東

本陣跡だ、ここには復元された門が建ち昔を偲ぶことができる。うなぎの寝

床のように奥行きのある建物で田代家の生活の場であったとある。 

次に現われたのはレトロな洋館風の旧澤野医院の建物。これは江戸時代末期

から昭和にかけて使われた。市の指定文化財だ。さらに、明治時代に造られ

たといわれる黒い板塀の、旧寺澤家の長屋門が雤にぬれて美しかった。 

雤の中 3km余を歩き、予定よりかなり遅れたため見付学校の見学は取りやめ

た。そして三ケ野橋でウォーキングをきりあげ帰路についた。 

 

      以上は歴史講座の実地研修で訪れた袋井宿。 

(ランチはおそばの続き) 

片葉の葦と花ゴザ 
  

12.15"出発してほどなく油山寺への道標がある、左折して 3km程先になる。

逆に右折すると 5km 先に法多山がある。12.30"「東海道 53 次どまんなか東

小学校」の大きな看板を校門にはめ込んだ、袋井東小学校に着く。 

校門から尐し離れた所に久津部一里塚がある、ここは江戸からちょうど 60

里にあたり明治時代までは老松が立っていた。袋井東小学校の開校 100周年

を記念して昭和 47 年に復元された。学校の一角にあるのも珍しいが、維持

していくには何かと都合がよいのかな。一里塚から 1分も歩くと妙日寺の案

内があった、寺は見えなかったので尐し奥にあるようだが、この寺は日蓮上

人の父重忠とその妻が祀られている。その境内には「片葉の葦」がある。遠

州の海岸地方一帯に散在し、それぞれにまつわる片思いの伝説があり、一途

な片思いが片葉となって現われるようになったといわれるものだ。 

そこから 10分も歩くと赤い鳥居が表れる、冨士浅間宮赤鳥居で東海道分間

延絵図にもその姿が描かれている。重要文化財で木花開那姫命を祀る冨士浅
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間宮本殿までの参道入り口に建っている。今では社殿と鳥居の間に国道や東

名高速が走り、工場もできて鳥居だけが取り残されたように見える。 

  

  
冨士浅間宮赤鳥居            名栗の花ゴザの PR篭 
  

ここまでくるとまもなく掛川だが、赤鳥居から 10分も歩いた所に大きな篭

があった。前まで来てよく見ると、そこには「名栗の花ゴザ」の説明が浮世

絵とともに描かれていた。東海道を行きかう旅人がちょっと休憩したり、へ

たすれば野宿もあった時代にはくるくると巻いて持ち運びも楽で、とても重

宝され旅の必需品といえるものだったようだ。その先原野谷川の堤防に小さ

いが「花ゴザ公園」があった、この川が袋井市と掛川市の境で同心橋を渡る

と、かなた山の麓に斬新なデザインの「静岡スタジアム エコバ」が見える。 

  

二俣線の思い出 

 
13.00"掛川市に入ると原川の松並木が続く、美しい田園風景の中を行くと

左手に善光寺がある。長野の善光寺とは何の関係もないが坂上田村麻呂を祀

っているという。今度は東名高速をくぐり、さらに国道一号をくぐって行く

と煙突のあるどっしりした構えの尐し古びた家がある。すでに廃業している

が元造り酒屋だった家だ。ここから 10 分も行くと交差点の角、信号機の柱

の元に大池一里塚跡の道標があった。ちょっと寂しい光景ではある、時間は

13.42"で尐々疲れたので隣のお寺で休憩させてもらう。今回も友の細君から

シフォンケーキの差し入れがあり、皆で食べたがとても旨かった。お茶も飲

み一息つくことができた、生き返った心地で残り 3kmの掛川駅に向けてラス

トスパートだ。じきに宗心寺そしてひと目でそれと分かる橘区の屋台置き場

があり、その先に高架で走る天竜浜名湖鉄道が見えてきて、トンネルでくぐ

るがそこに西掛川駅がある。でも人気はなくひっそりしていた、昔の二俣線

で今は観光路線として売り出しているが、子供の頃に一度だけ三ケ日に行っ 

たことを覚えている。戦死した父の姉がいて、そのご主人は営林署の仕事を 
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橘区の屋台置き場             天竜浜名湖鉄道 

 

していたと記憶しているが、あれから 60年近くが過ぎ去ろうとしている。

これが私の二俣線に関する唯一の思い出である。 

ここから東海道は掛川方面ではなく、北に向かい国道一号に出て右折すると

大池橋で道標と説明板があった。東海道を東から来て大池橋を渡ると、青銅

製の鳥居と常夜灯があり秋葉さんへ通じる街道の入り口であることを示し

ていた。秋葉さんへは 9里(36km程)の道程だという。ここから国道を尐し

歩き逆川橋を渡り右折すると、掛川の宿へ入っていく。マップでは直に十九 

 

  
大池橋の道標と説明板          JR掛川駅 

 

首塚があるのだが見当たらなかった、これは平将門以下 19 名の首を埋めた

所と伝えられる。今は一つだけ残った塚に五輪の塔が建てられ、大切に祀ら

れているという。ここから 30分程で掛川駅に到着した、時間は 14.45"で歩

数は 25.800歩。久しぶりに見つけた駅前の喫茶店でコーヒーを飲んで休憩

し、15.17"の豊橋行きに乗って東浦駅に 17.28"帰った。 
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