
ふらっと旧東海道               2009.10.27～28 

蒲原～由比 3.9km 

     興津～江尻～府中 14.6km を歩く 
  

夏休みで中断していた東海道ウオーキングに、久しぶりに出かけた。今回

のコースで由比～興津はすでに歩いているので、この間は電車移動に、さら

に距離的に蒲原より尐し先まで行けそうなので、富士川の手前の富士川駅ま

で行き蒲原、由比と街道を下ることにした。 

一日目は江尻宿(清水)で宿泊し、二日目は府中宿まで歩き駿府城を見学して

帰る予定。 

  

日本橋までの東海道ウオーキングの計画表作成 

  

この先東海道を歩こうとすると距離的に日帰りは難しくなる、今すぐに日

本橋まで歩こうということではなく、歩いていたら日本橋に着いたことにな

ればよいと考えている。それにしても行き当たりばったりではだめなので、

目的地に着くまでの時間、街道を歩く時間、宿をとる場所などを考慮してそ

れなりの計画を作成した。 

当面は、先回歩いた箱根越え(三島～小田原)に結び付けたいので、鈍行利用

の一泊二日を 2 回と新幹線利用の日帰り１回とする三島までの計画を詰め、

残りは一泊二日で日本橋まで５回の計画とした。 

 

東海道線４８駅４時間の旅 

  



いつものように東浦駅 6.33"に乗る、列車が緒川駅に着くと今回は友夫婦

の顔が見えヒヤヒヤすることはなかった。大府駅で浜松行きの区間快速に乗

り換える、静岡辺りまで行こうとすると浜松行きに乗るのがベスト。調べて

から乗らないと豊橋、浜松、静岡か興津で乗り換えないといけないのだ。 

  

  
散策マップ                乗り込んできた子供たち 

  

今回も通勤客の多くが刈谷駅で降りたので、シートの背もたれを倒してボッ

クス席に４人で座った。ここから４時間弱はウオーキング前のお喋りタイム

となる。マッサージ師で私の腰の主治医でもある友からは「座っている４時

間が腰に良くない、お金をだして新幹線を使わなくては」とけなされている。

しかし、鈍行の旅もいいもので、乗り降りする乗客の数で東海道沿線の発展

振りが垣間見えるのだ。 いやに降りる人が多いなと見れば、駅付近には駐

車場や工場が見える。さらに住宅が密集する地区にきたと思えば新たな駅が

オープンしているのだ。 

すでに何回もこの電車に乗っており、車窓を流れる景色も東海道が見えると、

あの辺りには何があったとか、あそこで弁当を食べたなど思い出される。旅

とは日常を離れることだというが、今の私たちにはこれが日常のような気が

する。それと、いろいろな人たちに出会う。よく覚えていないのだが、確か

国木田独歩の「忘れえぬ人々」という作品では、親とか恋人のような忘れる

ことはない人ではなく、旅先などでふと出会っただけなのに何故か忘れられ

ない人のことを書いている。 

今回も浜松を出て３０分ほどしたとき、黄色の帽子にチェックの半ズボン、

半ズボンと同じ柄の小さなリュックを背負った、子供たちが先生に連れられ



て乗り込んできた。幼稚園児が遠足に行くのかな!! 15～２０名程とみたが

引率の先生は４人もいた。みんなニコニコして嬉しそうだったのが印象的だ

った。その子供たちも降りて、また多くの客で混み合ってきた。静岡がちか

ずいてきたのだった、製造業ではなく商業関係の人たちの通勤時間帯になっ

たのだ。このように沿線の街の息吹きを感じながら、おしゃべりをしている

と電車は定刻の 10.24 分富士川駅に到着した。 

 

  

富士川駅前の案内図           中之郷の街並 

 

分かりにくい東海道の分岐 

  

富士川駅に降りてすぐ歩道橋を渡ると、富士山が目の前に見える。残念な

ことにはてっぺんだけ白い雲がかかっている。歩道橋を降りた所に東海道の

案内板があった、今いる所は中之郷でこれから向かうのは蒲原宿、ちょっと

だけ歩けば東海道に入る。尐し歩いた所で道端のお年寄りに「東海道はまだ

ですかね?」と聞くと、ここがそうだという。おかしなことを言うと思いな

がらも１０分程歩いた。それからしばらくして友が道が違うのに気がついた。

いつものように私は散策マップを、友は街道の地図を持っているのだが、分

岐点より江戸寄りの川坂観世音道標が現われたので分岐点を通り過ぎたこ

とが確認できた。来た道を戻り再度たずねて蒲原へ向かう東海道に入ること

ができた。思い込みがもたらしたミスだった、素直に人様の言うことを聞い

ておれば、当然ここが東海道ですかと確認すべきだったのに......。要は街 

道の分岐点には案内板がほしいしということだ。 



  
中之郷の道標               東名高速の新坂橋跨道橋の眺め 

  

実際とは違う「蒲原夜之雪」 

  

街並がまばらになってくると坂道になり東名高速をくぐる、かなり急な坂

で振り返ると富士山がきれいに見える。でもてっぺんには白い雲が、その地

点に東海道の道標があり蒲原宿へ 2.4km とあった。東名高速をくぐり 5.6分

も進むと、今度は下り坂になり新幹線のガードをくぐる。 

左手に秋葉山の常夜灯、右手には民家の庭先に明治天皇が休憩した碑が建っ

ている。のどかな村を過ぎると下に東名高速を見ながら進む並行した道にな

る、たくさんの車が行きかっている。気持ちのよいお天気で上り坂もあった

ので汗ばんできた、ドラゴンズのタオルを首に巻き汗を拭きながら歩く。 

その東名高速の新坂橋跨道橋を渡るが、ここがすばらしいビューボイント

で、東名高速の真上に富士山が見える。でもやはりてっぺんは白い雲に覆わ

れていた。橋を渡ると静岡市に入る、ここは清水区蒲原一丁目でゆるやかな

下り坂が続く。坂を下って行くと突然海が見えてくる、７分も歩くと左手に

立派な白壁の土塀が続く寺がある。「海前院光蓮寺」でその門前に安藤広重

「蒲原夜之雪」と浄瑠璃姫の案内板があった。「蒲原夜之雪」は広重が描い

た雪景色の中でも傑作といわれる、もともとこの蒲原ではこんな大雪は降ら

ない。それに、蒲原のどこにもこんな景色はないという、だからこの作品は

広重が越後の蒲原の絵を見て描いたものだという。 



そして、昭和３５年浮世絵が記念切手になったのを契機に、記念碑を新蒲

原駅近くに建立した。 隣には浄瑠璃姫の絵があった、浄瑠璃姫の碑はもっ

と先の海岸にあるので行かなかったが、姫は源義経と恋におちた三河(岡崎)

の長者の娘。義経の後を追って蒲原吹き上げの浜までたどり着き亡くなった

という伝説に基づいている。 

 

   
 大きな墓石が並ぶ「海前院光蓮寺」    安藤広重「蒲原夜之雪」 

 

富士川の洪水で移動した蒲原宿  

  

11.26"蒲原一里塚跡に着いた、石碑が一本建っているのみでそこから眼と

鼻の先に蒲原宿東木戸跡がある。こちらも東海道の碑と説明板があるのみだ

が、やむを得ないことだ。そこから２分も歩くと以外にも発電所の太い導水

管が４本も現われた。それを過ぎると宿場の中心に入っていき、いろいろな

建物や宿場跡の碑が現われてくる。蒲原宿は富士川の舟運で米や塩の輸送基

地として栄え、富士川の川止めの時には大変な賑わいだったという。本陣 2、

脇本陣３、旅籠４２軒の宿場は元禄１２年(1699)の富士川の洪水で北に移動

している。そのため真っ直ぐだった道も山沿いに付け替えられたため、直角

に折れる道になった。 

 宿場に入ってはじめに見たのは、「問屋．名主 利左衛門」の名が入った

今でいう表札と、３階建ての土蔵だ。これは蒲原宿の問屋職を代々務めた渡

辺家である。材木を扱っていたことから「木屋」という屋号で呼ばれていま



した。この土蔵は四隅の柱が上にいくにつれ、すこしずつ狭まる「四方具」

という技法で建築されています。３階建ての土蔵は例がなく、天保９年

(1838)建築の棟札が残っています。 ここから５分も歩くとなまこ壁と「塗

り家造り」の家が現われます、元「佐野屋」という商家でした。壁は黒の塗

り壁で、なまこ壁の白と黒のコントラストが装飾的で、街道筋には珍しい寄

棟の屋根とがあいまって重厚感にあふれています。今度は木造２階建てのお

休み所の旗が立つ、大きな家の前に来ました。見ると店先に説明板があり、

ここが本陣跡でした。ここは西本陣(平岡本陣)で、ここから 100m程東に東

本陣(多芸本陣)もありました。 

  

  

３階建ての土蔵             塗り家作りの家 

  

 さらに５分も行くと大正時代の家と分かる洋館があります、国登録文化財

「旧五十嵐歯科医院」で、外観は洋風なのに内観は和風という珍しいもので

す。その入り口にはコーヒー、紅茶などのメニューが立てかけられており喫

茶コーナーがあるのです。でも病院でコーヒーを飲むというのはどうかな



と.......あまり気がすすまないのではと思う。名古屋市では裁判所跡に喫

茶コーナーがあったが、やはり雰囲気としてはあまりいいものではない。 

 そして道を直角に曲がると西木戸で、ここから街道は駿河湾沿いに一直線

に伸びて由比宿に向かう。時間は丁度 12.00"だが飲食店は一軒も見当たらな

かった。この蒲原宿へは JR新蒲原駅で降りるのだが、小休止してから次の

蒲原駅まで３０分歩いて駅前に暖簾のかかる「蒲原館」を見つけた。でも数

人の人が店の外で並んでいるではないか、迷ったが店はなさそうなのでわれ

われも並んだ。外からは分からなかったがラーメン主体の店で、意外に回転

は早くわれわれも５２０円のラーメンを食べた。久しぶりのラーメンはあっ

さり味でチャーシューもたくさん入っておいしかった。ランチを済ませて

13.00"に蒲原駅前をスタートした。 

  

公園と広重美術館の由比本陣跡 

  

 スタートして間なくすると東名高速の高架橋をくぐる、その先左手に由比 

の道標がある。そして水神さんがあり 13.21 分由比の一里塚跡に到着する。

そばには電柱が立っていて、「日本一桜エビ」と書かれた大きなビラが貼ら

れている。一里塚の案内よりはるかに目立つ存在なのが由比らしいと言えそ

うだ。そこから３分も行くと、道が尐しだけ広くなった旧枡形跡があり、こ

こから宿場へ入って行く。 

 

  

一里塚の説明板と桜エビのビラ       枡形の跡 

 



すぐに御七里役所跡がある、これは箱根を歩いた時にもあって覚えたが、紀

州徳川家が江戸の情報をいち早く国元へ知らせる為に作った、独自の連絡所

である。そのすぐ近くには大正時代の洋館があり、「川上医院」の看板が街

路灯の柱に残っていた。 

 由比宿は昔製塩なども行われていたのどかな農漁村で、本陣１、脇本陣１、 

旅籠 32軒の 53 次の中で最も規模の小さな宿場の一つだ。でも西に「さった

峠」の難所をひかえ大変にぎわっていたという。今も桜エビはよく知られて

おり、由比の風物詩となっている。13.28 分由比本陣公園．広重美術館に到

着した、門の向かいには由比正雪の生家という紺屋がある。 

 先に美術館の見学をしようと受付に行くと、何とラッキーなことに通常

500円の入館料が「静岡国民文化祭」ということで無料だった。入ったすぐ

の所では無料の版画刷りコーナーもあり、ぜひどうぞと誘われたが自信がな

いのでお断りした。館内では特別にはがきの版画展も行われていて、小学生．

中学生．高校生．一般のすばらしい作品がたくさん展示されており、その出

来栄えにただただ感心した。でも肝心の広重の作品では、そんなに心揺さぶ 

られる展示はなく、ちょっとがっかりした。 

  

由比本陣前 

 

                

由比正雪の生家「紺屋」 

  



 この店は慶安の変(1651)の風雲児、由比正雪の生家といわれる。現在は紺

屋を継いで 18 代目の吉岡家である。慶安 4年に三代将軍家光が死去すると、

由比正雪らにより、幕府転覆が企てられた。世に言う慶安事件で、7月 29日

を期して江戸、駿府、京都、大阪で一斉に事を起こし、全国の浪人を蜂起、

糾合。正雪は久能山において東西の指揮にあたるという壮大な計画であった。

しかし、計画は露見し 7月 26日由比正雪は駿府城下の梅屋で同士とともに

自刃し果てた。残された遺書には「今の幕府の政治には多くの者が困ってい

る.......政治を改めさせようと思った」と記されていた。幕府はこの事件

を重く見て、浪人の取り締まりや、大名の取りつぶしをゆるめたという。 

  

  
由比正雪の生家「紺屋」店内と染物の瓶 

 

店は染物のお土産さんで、多くの女性の眼を引き付けるに違いない藍染など

の暖簾やハンカチなど小物がたくさん並んでいる。その横の土間には染物に

使う大きな瓶がいくつも並んでいた。でもここでの長居はせずに店を出た。 

 

桜エビの街「由比」 

  

 由比本陣公園.正雪紺屋を見学して由比駅をめざして歩き出す、途中の「由

比まちの駅」でパンフレットをもらう。それを見るとこの街はまさに桜エビ

一色だ、桜エビ、しらすなどの海産物の店と鮮魚．干物．練り製品のお店ば

かりがずらりと並んでいる。蒲原駅まではまったく見なかった飲食店も、桜



エビやシラスを扱う店が何軒もあった。そして街道をぶらつく観光客も多い、

蒲原までとはかなり趣が違うのだ。無料で休憩できる「まちの休憩所」であ

る由比まちの駅もあちらこちらにあり、観光に力を入れていることが分かる。 

 そんな中で黒い板塀の中に松の木が建ち並び、白い洋風の建物があった。

明治時代の郵便局で昭和 2年まで使用され、今は平野氏の私宅になっている。

14.00"に「由比川橋」を渡る、この橋は歩道部分が木道になっておりとても

歩きやすく、ベンチも置かれていた。川の景色や山の景色を眺めながら休憩

できるので旅人には喜ばれそうだ。ここから桜エビ通りを 20 分程歩くと由

比駅に着く、駅前の通りには桜エビのシンボルモニュメントが人目を引いて

いる。それを眺めていると興津方面行きの電車が入ってきた、これでは間に

合わないのであきらめて次の電車を待った。 

 

  
由比川橋                 桜エビのシンボルモニュメント 

  

             2004.11.22 

今も昔と変わらぬ絶景のさった峠を歩く 
 

興津～由比 9.1kmを歩く 

ウォーキングをはじめて以来、一度行ってみたいと思っていたのが静岡

の さった峠です。桜海老で知られる由比と興津の間に、さった峠はあり ま

す。行くからにはお天気が絶対条件で、一日前に行くことを決定しました。 

そこで JRのホームページでダイヤを調べてみると 



  ① 東浦～興津－－－－－－－－－－－－－－－3時間 03分、3260円 

  ② 三河安城～静岡を新幹線－－－－－－－－－2時間 25分、6180円 

約 30分で約 3000 円の違いがあることが分かりました。 

こちとら時間はたっぷりあるので、鈍行で行くことにして前日切符を買いに

いった。駅員いわく『興津まで東海道線ですか?』と確認されてしまった。

まさか中央線では行かないでしょう!! 

  

    
これが『さった峠』からの眺めです 

  

東海道の難所"さった峠" 

 

11月 22日 7 時 10 分の電車に乗り友と出発した、途中大府、豊橋、浜松で

乗り換える。浜松に 8時 40分、静岡、清水を過ぎてもけっこう混雑してい

る。さすがに太平洋ベルト地帯は人口も多く,産業も多いことが感じられた。

おしゃべりと景色を眺めて 2時間はあっという間に過ぎたが、後半の 1時間

はさすがにまだかと思った。それでも定刻どおりに 10時 22 分に興津駅に到

着した。海道 53次で東の箱根、西の鈴鹿の間にあって東海道の三大難所と



いわれたのが、さった峠である。そして歌川広重が描いた時と、同じ風景が

望めるのは 53 次の中でもここだけといわれている。 

興津駅から峠に向かう道は、急な坂が続きかなりしんどい所もある。しかし  

それだけに登りきって、みかんの黄色と青い海原と白く浮かぶ富士が眼前に 

広がって飛び込んできた時の感動は格別である。見てください........ 

  

   

東海道線と国道 1号、向こうには東名高速 

  

峠を降りてからは、あかりの博物館、名主の館小松邸、間の宿藤屋を見学し

て由比駅まで歩きました。帰りも由比駅を 14 時 13 分の鈍行で帰りました。 

 

  

あかりの博物館              小池邸 

 

(由比駅からの続き) 

東海道 1７番目の興津宿 



 14.48"の電車に乗り由比駅から興津駅まで移動する、この間「さった峠」

越えの 9.1kmあり歩けば 4時間はかかるが、電車では 6分で到着する。駅か

ら 5分も歩くと興津宿公園があり、宿場の案内板も設置されていた。 

そこから 1分歩くごとに東海道１７番目の興津宿の道標、本陣跡、脇本陣跡

と続く。いずれも石碑が立っているだけだが、興津は交通の要所として知ら

れており、古代にはすでに「清見ケ関」という関所が設けられていた。「更

級日記」にも「清見ケ関は片つ方は海なるに...」と関所の姿が描かれてい

る。本陣は東町にあり代々市川家が本陣職を務めたところを「東本陣」「市

川本陣」、西町にあり手塚家が本陣職を務めたところを「西本陣」「手塚本

陣」と呼び２軒あった。脇本陣は 2 軒を擁して、そのうちの一つ「水口屋」

は終戦後もしばらく営業していたという。 

 現在では国道一号に沿って開発が進み、宿場の面影はほとんど残されてい

ない。当時の面影をとどめるものは、一里塚跡や本陣跡、脇本陣跡の石碑く

らいである。かつてその美しさで知られた「清見潟」も、今では近代的な港

湾施設が立ち並ぶ興津埠頭になっている。 

                            

 
清見寺 

 

東海名区．歴史の宝庫といわれる「清見寺」 



本陣跡から１０分ほど歩くと、街道からいきなり階段を登るお寺さんが現

われる。ここが清見寺(せいけんじ)で階段を登り門をくぐって、東海道線を

橋で渡ると広い斜面に建つお寺さんで、国指定史跡となっている。 

 白鳳年間(672～686)に清見ケ関が設けられた際、その守護として仏堂が建

立されたのが始まりといわれ、弘長元年(1261)関聖(かんせい)が再興。以来、

足利尊氏、今川義元らの帰依を受け、今の清見寺は江戸時代に再建された。 

天明年間に彫像された五百羅漢、家康お手植えの臥龍梅、咸臨丸碑、琉球王

子の墓など貴重な遺跡．遺物が多い。平成６年には境内全体が朝鮮通信使関

係遺跡として国の史跡に指定されている。 

東海道線を越えてさらに立派な山門をくぐると、屋根にはシビがのった二階

建ての立派な本堂が現われる。庭にはいろいろな石碑があり、歴史を感じさ

せる雰囲気に包まれている。振り向けば駿河の海が広がる絶景があった、で

も今は工場や港のクレーンが建ち並び美保の松原も遠くにかすんでいた。 

 

練習船「月島丸」と戸田種蔵    

  

 今回の清見寺見学には一つの目的があった、郷土の石浜史を学んだ中に伊

豆沖で遭難した練習船「月島丸」の碑があるという。この船には石浜の「戸

田種蔵」が乗っており、彼の父親は石浜の明徳寺に種蔵の菩提のため「阿育

王塔(アショーカ塔)」を建てている。せっかくここまで来たのでぜひお参り

しようと立ち寄ったが、それらしい碑は見当たらない。伺ってみると碑はな

いが、月島丸乗組員の肖像画の額はあるというのだ。額と碑を勘違いしてい

たようで、運の良いことに興津のボランティアガイドと思われる方がいたの

で案内してもらった。 

 本堂に入ったすぐのところに、縦横１間もありそうな大きな額が掲げられ

ている。見上げてみるといずれの表情も違い、まるで写真を見ているように

描かれた小判型の肖像画が横１５列、縦１０列並び１０９名の肖像画と別に

１２名の名前がある。中央の最上部には５人の上官と、その下に月島丸が描

かれている。絵の下には名前も記入されており、戸田種蔵を探すも距離があ

って下のほうの名前しか判別できない。ガイドの方がイスを持ってきてくれ



たので、それに乗って探すと右から 4列目の上から２番目が戸田種蔵と判明

した。名前の「種蔵」は「種三」とあり、われわれの勉強した東浦史とは違

う。説明では今でも遺族の方が時々訪れているという、しかし、ゆかりの人

も尐なくなりいつか忘れさられていくに違いない。乗組員の出身地から来た

ことで丁寧に説明してくれて、お寺の説明もしてくれ感謝、感謝。 

 

   

月島丸遭難者の額 

 

西園寺公望の「坐魚荘」 

  

 15.50"清見寺を出て今夜の宿がある江尻宿、清水駅前へ向かう。出発する

とすぐに「坐魚荘」跡がある、この坐魚荘は明治の元老．西園寺公望が大正

８年、興津清見町に建てた別荘である。現在は明治村に移築され、国の登録

文化財として公開されている。西園寺公望は嘉永２年(1849)に生まれ、明治．

大正．昭和の自由主義の政治家として貫いた、わが国近代化の元老の一人で

す。また、現在の立命館大学の学祖でもあります。元老とは、近代日本特有



の政治的存在で、重要事項について、天皇の諮問に応える強力な発言権を持

つ重臣の呼び名のことです。 

坐魚荘は西園寺公望が７０歳になった大正８年、風光明媚な清見潟に臨む

この地に老後の静養の家として建てられたものです。ほかにも興津には井上

馨の旧邸跡もあり、美保の松原や伊豆天城の連峰を臨む景勝の地です。 

  

清水駅前に 17.00"到着 

  

 国道一号の静岡清水バイパスの高架をくぐると小雤がぱらついてきた、空

はそんなに暗くはないが薄い雲が広がってきた。まさか雤が降るとは思わな

かったので傘は持ってこなかった、尐し気にしながら歩いたがそのうちに雤

は上がった。16.00"国道一号に合流すると立派な祠の延命地蔵尊があり、車

の通行も多かった。ここからは国道一号をしばらく歩くことになる。したが

って見るものもなく、ひたすら歩くことになる。そんな道を３０分も歩くと、

国道一号と分岐する所に東海道の道標があり、「細井乃松原」という説明板

があった。360mに渡り２０６本の松が植えられていた、しかし、戦争で松根

油の原料として伐採されたという。ここから１時間ほど歩いて JR清水駅前

にある、清水シティーホテルには薄暗くなりかけた 17.00"に到着し、歩数は

27.000歩だった。 

二日目 

今日は江尻宿から 10.5km の府中宿まで歩き、駿府城を見学して 14.00"こ 

ろまでの電車で帰る予定。 

  

「じゃらん」で予約したホテルは 3,425 円 

  

 駅前の清水シティーホテルは一泊食事なし 3,800円の部屋を予約した、で

も箱根に行った時のポイントがたまっていて、ポイント割引を利用すると

3,425円で泊まることが出来た。部屋は広くないが大きな薄型テレビがあり、

シャワートイレがあり寝るだけには十分な部屋である。 



 夕食は清水に来たので魚の旨い、値打ちなおすし屋を探しておいたが、結

局はいつものパターンで、駅前で生ビールとギョウザをつまみ中華料理を食

べた。私はホイコーロー定食、妻はチャーハンとラーメンのレディースセッ

トで、それぞれ 800 円と 700円で友夫婦も同じだった。夕食はおいしく食べ

られたが、明日の朝食を仕入れることにして隣のコンビニへ入った。いろい

ろある中で私はおかかと菜めしのおにぎり、妻は五目御飯.シャケ.菜めしの

小さなおにぎり三個セットを選び、サラダと合わせて 580円だった。その結

果ビール付き一泊二食は 4,915円／人ということになる。 

 

  

江尻宿道標と案内板 

 

江尻は武田信玄が城を築き城下町となる 

  

 久しぶりに朝はご飯で、おにぎりとサラダの朝食は旨かった。ご飯を食べ

てお茶を飲む、普段と違うこともたまにはいいものだ。尐し休憩してから

7.00"にホテルを出て東海道へ向かう、すでに通勤する多くの人たちが足早

に駅に向かっている。 

 ここ江尻は今川氏のころから三日市場として栄え、永禄 12 年(1569)武田

信玄が城を築くことにより城下町となり職人の町が発達した。慶長 6年

(1601)徳川家康は東海道 53次を定めるにあたり、これまでの主要街道から



現在の銀座通りを通すことにしてこの地を江尻宿とした。江尻というのは巴

川の尻、すなわち下流ということで、川のほとりにできた宿場。宿場の中心

は稚児橋付近で、伝馬役を負担したのは主に下町.中町.魚町の三町で、これ

を江尻町といった。本陣は魚町と中町に一軒ずつ、脇本陣は下町に二軒、中

町に一軒あり、一般の旅籠は 50軒ほどあったという。 

江戸から 18番目の宿場で駿河では府中に次いで大きく、2km あった宿場の清

水駅付近は駅前商店街となっており宿場時代の面影は見られない。 

 20分も歩くと稚児橋に着く、徳川家康の命により架けられたという橋で、

渡り初めの時川の中から稚児姿のカッパが現われ、橋を渡ったのでその名が

つけられたという。そのため橋には可愛らしいカッパの像がのっている、こ

れも愛嬌があってよい。 

  

  

稚児橋                  都田一家の供養塔 

  

次郎長ではなく都鳥吉兵衛の墓にお参り 

  

 稚児橋から 18分程歩くと追分の道標があり、その隣のお店の赤いシャッ

ターには「追分羊かん」と文字がおどっている。その前を子供たちが登校し

て行く。そこから 5 分ほど歩いた所で面白い物を見つけた。都田一家の供養

塔だ、説明によると「文久元年(1661)正月 15日、清水次郎長は子分の森の

石松の恨みをはらすため、遠州都田の吉兵衛をこの追分で討った」とある。

そして、その是非はともかく討たれた吉兵衛を弔う人もまれなのを哀れみ、

里人が供養塔を最期の地に建立したというのだ。 



そういえば昨日は清水次郎長の墓がある梅蔭寺と、生家を尋ねようと思って

いたが到着時間が遅くて行けなかった。次郎長の墓参りが出来なかった代わ

りに、次郎長に討たれた都鳥の墓参りをすることになるとは思いもよらぬこ

とだった。 

 ここからしばらく歩いて 8.00"頃、静岡鉄道の狐ケ崎駅前にベンチがあっ

たので小休止した。ここで友の細君からカステラの差し入れがあり、ほおば

りながら通勤する人たちが歩いて、あるいは自転車で駅に向かっているのを

眺めた。若い女性のファッションはいろいろで、さすがに東浦とは違い華や

かでいつも見なれているおばさんたちとは違う、 たまには女性のファッシ

ョンを眺めているのも楽しいものだ。 

  

日本武尊と草薙の地名 

 

 上原子安地蔵堂、有度小学校前を通って行くと草薙一里塚跡に着く。清水

銀行の駐車場隅に立派な石碑が建ち、そのうえ一里塚の説明板も石造りであ

った。これだけお金をかけるのなら、小さくても塚を復元して欲しいものだ

が.......。ここ草薙は日本武尊が東国征伐のおり、土豪にだまされて草原

で火攻めにあい「アメノムラクモの剣」で草をなぎ倒して難を逃れた。この

ことから剣を「草薙の剣」と呼ぶようになった。そして、焼き払われた野原

は焼津と名付けられ、本営を置いたここは草薙と名付けられた..........と

いうのだが。 

 

  

草薙神社の鳥居              東光寺のダルマ大師像 



 一里塚跡から 15分も歩くと草薙神社の鳥居がある、街道沿いの大鳥居と

元禄 12年建立の刻字がある道標から 1km も先に、日本武尊を祀った草薙神

社がある。ここから東海道は左に折れて大通りから離れ、かなりの登り坂を

上がりすぐに右折して大通りに平行して進む。この辺りは日本平にむかって

の斜面でかなりの傾斜がある、周りは静かな住宅街で植木屋さんがあちこち

に見られた。草薙から中ノ郷へ入っていく所だ。 

 

閻魔坂とダルマ大師の像 

  

10分程歩くと東光寺があり、大きなダルマ大師像が立っている。そこには二

つの事の説明板があった。 

①有度郷土史によると、閻魔大王をご本尊とする閻王寺があり、お参りをす

れば極楽にいけるばかりか、現世の罪も許されて子孫も繁栄すると信じられ

た。明治 10年廃寺となったが門前の東海道を閻魔坂といった、傾斜が急で

馬から落ちて怪我をする人が多かったそうな。 

これは馬に乗ったまま通り過ぎるのが、閻魔大王様に礼を失したからと考え

て、たとえ参勤交代の大名でも馬から降りて通行した。その後行き来する人

たちの安全を願って、住職は閻魔大王の胎内仏を後ろ向きにして法要を行っ

たところ、事故はなくなったという。........つまりは昔から急な坂道であ

ったということだ。 

②ダルマ大師は今から 1500年前インドの国の王子として生まれ、60歳で中

国に渡り 9年間座禅を続け、禅を中国に広めました。その教えが日本にも伝

わり曹洞宗、臨済宗となりました。したがってこれら禅宗のお寺では、ご本

尊様の左隣にダルマ大師様をお祀りしています。普通私たちが見るダルマ像

は、座禅をしている姿を現した坐像が一般的ですが、ここ東光寺に建立され

たダルマ像は大変珍しい立像で、酒の入った瓢箪を杖の先に引っ掛け、片手

に藁の靴を持ったお姿をしています。 

足元は、ダルマ様が揚子江を葦の葉に乗って横切ったという言い伝えを元に、

葦の葉と揚子江の波が表現されています。ダルマ大師に手を合わせ、足元の

葦の葉をさすればご利益が受けられるとか.....。 

  



たびたび消えてなくなる旧東海道 

  

 閻魔坂を下って行くとお腹の具合がよろしくない、夕べよく眠られなかっ

たことが影響しているようだ。とても繊細なところが私の弱点で、京都の逢

坂山を越える際にもこんなことがあった。9.00"ころ東名の高架橋をくぐる

と運よくスーパーがあり、開店の準備中だったがお手洗いは店の外にあり借

りることが出来た。ホッとして歩き出すと、じきに静岡鉄道の県総合運動場

駅前を通りその先で東海道線にぶつかる。この鉄道の部分数百メートルの旧

東海道はなくなってしまった、そのため線路の前に東海道の記念碑が建てら

れていた。線路の向こう側へ行くには地下道を通っていく、ところがこの地

下道は入り口と出口がとても狭い。歩行者専用なら良いがそうではなく、車

も走っていてとても危険なのだ。その入り口に向かったら、ピーピーピーと

警笛を鳴らしながらバイクが走りでてきた。でもトンネルに入ると中は車 

2台が走れる広さだった、出入り口だけ何故狭くしたのだろう??  

   

  

東海道の記念碑              古庄付近の国道一号 

 

トンネルを抜けて 5 分も行くと、軒先にアケビがたくさんぶらさがる家があ

った。すでに多くははじけていた、それにしても民家の庭でアケビを見るの

は珍しい。ここから 10分ほどで国道一号に合流するが、その手前に駿河三

大名物「兎餅」跡地の大きな看板が眼を引いた。駿河三大名物は安倍川餅.

わさび漬けかな、でもこの兎餅というのは知らなかった。 

 



5 分間隔で電車が走る静岡鉄道 

  

 国道一号を渡りすぐ斜めに分岐して進むと、長沼一里塚跡の小さな石碑が

現われた。その先に静岡鉄道長沼駅があり、となりの踏み切りは丁度電車が

来て遮断機が降りたところで、向こうもこちらも車が並んでいた。電車は 2

両編成でそんなにお客は乗っていないようだった、でもレールに沿って次の

柚木駅まで 20 分弱歩くうちに、上下何本もの電車が行きかった。 

 旧東海道は柚木駅手前の護国神社の所から左カーブして、再度東海道線を

横切る、そのためこの区間も旧東海道はなくなっている。だから柚木駅前の

歩道橋で国道一号を渡り、今度は東海道線のガードをくぐって旧東海道に合

流しなくてはいけない。歩道橋の階段を登ると柚木駅のホームは丸見えで、

列車ダイヤを見て驚いた。なんと一時間に 12本、つまり 5 分間隔で電車が

走っているのだ。それも朝から晩まで同じで、見た限りではお客はそんなに

乗っていないのだが........こんなに走らせる必要があるのだろうか?? 

不思議に思っていると、黄色に塗装して午後の紅茶の宣伝をペイントした電

車がホームに入ってきた。 

  

やっと見つけた喫茶店 

  

 東海道線をくぐると直に「曲金」の道標がある、ここから 10分で国道一

号の高架橋下に着く。そのすぐさきは東海道線のガードで、手前にはガード

保全のための黄色いゲートが建っている。でもおかしなことにこの道は一方

通行で、こちらからは進入禁止になっている。向こうからのみ車が来るのに、

ガードをくぐってから保全用のゲートがあるのだ。昔は一方通行ではなかっ

たというのだろうか......。 

 ガードをくぐると延命地蔵尊がある、でもその祠は民家に組み込んで作ら

れておりちょっと珍しい。そのすぐ先には鳥居のまえにいくつもの提灯をぶ

ら下げた西宮神社がある。福の神で商売繁盛の神「恵比寿様」を祀っていま

す。毎年 10月 19.20 日に行われる祭りは、「おいべっさん」と呼ばれ、縁

起物などを売る露天が立ち並び大変なにぎわいという。街中それも商店街へ



入ってきたが、これまで飲食店は一軒も見当たらない。地蔵尊から 20分も

歩くと久能街道道標がある、これは駿河湾沿岸の集落との交易の道で、家康

公が久能山に葬られてからは、参勤交代で行き来する西国の大名が東照宮参

詣のために通った道です。 

 

  

久能街道道標               喫茶店「カフェ．アール」 

 

 この久能街道道標の立つ店が喫茶店だった、私は気がつかなかったが立ち

止まった妻は、尐し高い位置にある CAFEE の文字を見つけた。入り口は大通

りに面しておらず、左折した狭い通りにあったので分かりにくかったのだ。

屋外にも小さなテーブルとオリーブの鉢植えが置かれた、ちょっとしゃれた

感じの「カフェ．アール」だ。汗もかいていたので入ると全員がアイスコー

ヒーを頼んだ、それからゆっくり店内を見回すと、若い従業員が 3人で、お

菓子も作っているし、いろいろな果実酒も並んでいた。早速友の細君が下調

べに席を立った、私も甘い物が欲しくて何か頼もうかということに。妻はイ

チジクのタルト私はモンブラン、友の細君はプリンを頼む。 

でも、のん兵衛ーの友は果実酒を頼んでいた。おいしいケーキとおいしいコ

ーヒーを楽しんで、ゆっくりすることができた。カフェ．アールで 30分ほ

ど休憩して店を出た。 

  

於大の母「華陽院(お富)」の墓 

  



 店を出た交差点の角に花陽院門前町の石碑があった、それには於大の母で

あるお富(源応尼)の墓の説明があった。散策マップにも華陽院.源応尼の墓

が載っており、ここまで来て寄らずに帰っては大変だ。早速華陽院に向かう、

通りから一本入った日吉町保育園の隣が華陽院だった。ここは源応尼の菩提

寺で、はじめは知源院とよばれていた。当時駿府に人質の身であった竹千代

は、田んぼをはさんで隣り合ったこの寺によく遊びに来た。源応尼は孫の竹

千代をかわいがり、時には文筆の師として訓育したという。源応尼は永禄 3

年(1560)5月 6 日、駿府で逝去、後年家康は祖母のために盛大な法要を営ん

だ。華陽院の名はその戒名からとり、寺の名前も改められたものである。 

墓地の奥まった所に徳川家康の祖母.源応尼の墓の立て札が立ち、明らかに

古そうな立派な造りの墓石があった。その隣には 7歳で死んだ、家康の 5女

市姫の墓が並んでいる。始めは気がつかなかった於大の母の墓にお参りする

ことができた。でも考えてみたらまだ於大の墓はお参りしていなかった。 

 

  

花陽院門前町の石碑            華陽院.源応尼の墓 

 

ここからはすでに見学した本陣跡.脇本陣跡を通ると、「貫目改所跡」が

ある。これは大名や寺院が委託する公用荷物の重さを量り、運賃を定める検

問所のことであり、制限以上の物には割増金が課せられました。荷物を運ぶ

伝馬役に負担がかからないようにする制度のひとつで、東海道では品川宿、 

府中宿、草津宿の三箇所に設けられていました。ここを過ぎると伝馬町由来

の説明板があり、西郷.山岡会見之史跡前を通って駿府城へ行く。巽櫓を見

ながら東御門から城内へ入り、一回りするが資料館のようなものはなくて、

近く開催される大道芸の準備があちこちで進められていた。 



  
上伝馬本陣．脇本陣跡           西郷.山岡会見之史跡 

 

特に見学する物もないので家康像を見てから場外にでた、地震で崩れた石

垣を見ながら静岡駅方面に向かう。途中、適当な店があったので 12.15分ラ

ンチにした、「ほっけ定食」を食べて静岡駅へ。歩数は 25.000歩だった、

13.22"の電車に乗り東浦駅には 16.27"帰着した。 

 

    

 


