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ふらっと旧中山道                  2011.6.15 

御嵩宿～伏見宿～太田宿を歩く 

 

6 月 15 日旧中山道の御嵩宿から太田宿、その先坂祝駅まで 16km ほどを

歩いた。2 月に東海道を踏破して以来、久しぶりの街道ウオーキングだ。 

 

国宝の仏像もある願興寺、でも仏様ではなく…… 

 

 8.00 に友夫婦と一緒に家を出て東浦インターから東海環状道の御嵩イン

ターまで走る。途中鞍ヶ池PAで小休憩し、御嵩館の駐車場に 9.25到着する。 

御嵩の宿場はすでに見学しているので、伏見宿方面に向かい小川に架かる

｢からさわ橋｣を渡る。小川の両岸は石が積み上げてきれいに整備されている、

すぐ隣にある古刹｢大寺山願興寺｣の門をくぐる。入口には国の重文と書かれ

ている、この寺は天台宗の開祖伝教大師(最澄)によって創建されたといわれ

る。本堂の前には｢国宝 24 尊像｣安置と記された石柱が立っている。 

 

  

御嵩館                  大寺山願興寺 

 

お参りをして格子からなかをのぞいてみると、仏像ではなく鑑が真ん中に

安置されている。ということは神様をお祭りしているのだ、神仏混合はよく

あることだがちょっとびっくりした。御嵩のパンフレットを観ると、2 回も

火災にあっているが近在の農民玉置与治郎と市場左衛門太郎らにより、乏し
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い財力ながら、板一枚、柱一本を持ち寄って再建したという。今も｢蟹薬師｣

｢可児大寺｣と呼ばれ親しまれているそうだ。 

 願興寺を鍵の手に右に回ると、向かいに御嵩と可児駅を結ぶ名鉄広見線の

御嵩駅がある。その少し先で左に曲がって中山道は続き、昔風の大きな家が

立ち並ぶ通りを進む。今度は右に曲がると直に国道 21 号にぶつかる、中山

道はこの中交差点を左に進む。 

 

街道脇に｢鬼の首塚｣ 

 

 国道を 2 分も歩くと右側に緑に包まれた｢鬼の首塚｣が現れる、隣には正岡

子規の句碑も立っている。町の文化財に指定されている鬼の首塚は、昔｢関

の太郎｣と呼ばれる男が岩穴に住みつき、乱暴狼藉を極めました。そこで地

頭に使いを出して退治を頼みますと、4 人の武士が派遣されます。4 人は願

興寺にこもり薬師如来に祈願しました。その甲斐あって祭りの日に女装した

太郎をとらえ首をはねます。そして、都へ運ぼうとしたところ、途中で急に

重くなって動かなくなったため、埋めたのがここ｢鬼の首塚｣だと言われてい

るという。東浦の 24 人力士とよく似た話であると思った。 

 

  

鬼の首塚                  正岡子規の句碑 

 

 正岡子規の句は｢草枕 むすぶまもなきうたたねの 夢驚かす 野路の夕

立ち｣とある、でもこの地で詠んだ句かどうか分からない。隣には投句箱が

設けられていた。そしてこの場を立ち去ろうとした時、隣の家の方に声をか
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けられ｢これを使ってください｣と御嵩のガイドマップを手渡してくれた。見

ると旧中山道と、見どころがとても分かりやすかった。ありがたい、感謝感

謝。 

 

所々に残る旧中山道と｢顔戸城跡｣ 

 

 国道を 13 分程進むと中山道は右に分岐する、トラックの行きかう国道と

違いほっとする。少し歩くと水田があり道は左にカーブする、ガードレール

手前の水田脇に紫と白の花菖蒲がきれいに咲いており、とても美しく心和む

光景だ。その先のカーブには古いお店らしい家があり、これも田舎らしいの

どかな風景だ。右手はこんもりした山並みが続き郷社八幡神社の石柱が立っ

ており、細い道が緑の小山に向かって延びている。 

 のんびりした旧道は間もなく国道に合流して可児川に沿って進む、信号機

付きの交差点があり｢顔戸(ごうど)｣地区と分かる。そこに顔戸城跡の小さな

案内板があった、いただいたマップにも顔戸城跡と記されており見に行く。

国道から数十メートル入るとそこだけ緑が茂り、立派な石板の説明書が置か

れていた。それによると、応仁の乱(1467～1477)のころ斎藤妙椿によって可

児川の自然の流れを防御手段にとりいれて造られた平城で、東美濃の守りの

拠点にしたとある。斎藤妙椿は八百津の浄土宗禅恵寺の僧侶であったが、兄

の死により跡を継いだとされる。 

 

  

木の茂る顔戸城跡と説明板 
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こうしてみると各地区にお城があったわけだが、それぞれの地区にいた豪族

の館、あるいはそれに少し手を加えた程度の物までお城と言われているのだ

ろう。 

 

桑の実やタケノコも、そして栗の花が満開に 

 

 顔戸から 10 分も歩くと中山道は再び右に分岐する、そこに中山道の石柱

が立っているが｢比衣一里塚跡｣ともある。この辺りは比衣地区だが、いただ

いたマップには載っておらずちょっと残念。出かけてくる前にいろいろ調べ

てはきたが、中山道の宿場ははっきりしているが一里塚跡は必ずしも明確で

はなかった。やはり東海道のように整備されていないのだろう。 

  

  

比衣一里塚跡                栗の花が満開 

 

少し進むと雑木林の隣を歩く、すると道路に桑の実が落ちているのに気付

いた。どこに桑の木があるのかと上を見るが、竹や雑木ばかり多くて良く分

からなかった。でも友が見つけて｢あそこにあるぞ｣と声を上げる、東浦でも

珍しくなった桑の木だが、先日散歩していて家の近くに桑の木を見つけた。

というのも実がつくことでそれと分かるが、そうでないとよく分からないの

だ。桑の木を見つけただけなのだが、そこには昔からの自然が営々と続いて

いることに気がつかされる。そんな道端には竹が少しあって、小さなタケノ

コもいくつか顔を出していた。6 月の中旬にタケノコがでるなんて、いくら

なんでも遅いと思うのだが…..。 
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 そして、東海環状自動車道の高架をくぐりしばらく歩くと再び国道に合流

する。伏見宿は間もなくの所まで行くと駐在所があり、旧中山道はそこを右

折しすぐに左へ曲がる。辺りは苗が植えられて緑に染まる水田が広がる美し

い景色だ、そんな道の前方遠くには大きな栗の木に、花が満開になっている。

遠くからでもすぐに分かる、きっと数本の栗の木が密集して植えられている

のだろう。たどり着くとやはり数本の栗の木があり、梅の木もあってたくさ

んの実をつけていた。 

 

ラクダが逗留した伏見宿 

 

 直に国道へ戻り緩やかな上り坂を登りきると、公民館の前に｢伏見宿｣と｢本

陣跡｣の碑が立っている。伏見宿は御嵩宿から 4km 弱しか離れていない、今

も行政上は同じ御嵩町内である。その伏見宿は御嵩宿より遅れること 90 年

後の元禄 7(1694)年に、可児の土田宿廃止に伴い開設されたという。現在は

当時の面影を伝える風景はごくわずかしかない。ここから 3 分程歩いた先の

交差点角に、立派な中山道休憩場が造られており、街道の案内図もあった。 

 

  

｢伏見宿｣と｢本陣跡｣の碑          ラクダが逗留した説明図 

 

そこに伏見宿の特徴がいくつか説明されているが、①ラクダが逗留したとあ

る……..文政 7 年(1824)伏見宿を騒然とさせる出来事が起こりました、珍獣

｢ラクダ｣がやってきたのです。このラクダは幕府に献上するためペルシャ(イ

ラン)からきたもの、しかし、幕府から献上を断られて見世物興行師の手に渡
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り、中山道にやってきたのです。近隣の村々から二日間で 2.000 人もの人が

集まったと｢御祭礼当人帳｣に記録が残されています。 

②伏見宿に隣接して木曽川に水運の基地｢新村湊｣がありました。食料品や日

用品が荷揚げされ、お茶、瀬戸物、麻などが積み出されていました。③宿場

の西に｢南無阿弥陀仏｣と刻まれた石碑があります、槍ヶ岳開山で知られる播

龍上人の名号碑です。天保 5 年(1834)に建立されたもの。④中山道にも松並

木がありました、でも松の根からとれる松根油が飛行機の燃料になるため、

戦時中に伐採されてしまいました。 

 ラクダのことを話題にしながら歩き出すと、交差点の角から 2 軒目にラク

ダと旅人を描いた大きな看板をつけた家がある。昔の旅籠らしく格子戸が際

立つ、堂々とした和風 2 階建てだ。母屋の端に単独の門があり屋敷内へ入る

ようになっていた。この辺りの国道の道幅はそんなに広くはないが、両端は

歩道を意味するブラウンに塗られている。東濃実業高校の前を通りしばらく

行くと、交差点角の一角にマリーゴールドなどの花が咲き、播龍上人の名号

碑が立っていた。 

 

  

ラクダと旅人を描いた看板のある家     播龍上人の名号碑 

 

ランチはコンビニ弁当 

 

 しばらく歩き下り坂が右にカーブするところにコンビニがあった。そこで

閃いた、木曽川も近いのでコンビニで弁当を買って川岸で食べよう。友も同

じことを考えており早速店に入る。いろいろ並ぶ中で私たちは、えび天のの
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った天丼と助六にした。友はちらしずし?と冷やし中華を選んだようだ。買っ

てから友の言うには、この店の売れ筋 No1 は冷やし中華と表示があったとい

うがそれは気がつかなかった。店の前の八千代温泉の看板を過ぎた少し先に

神社のマークがあり、その辺りが木曽川に最も近いと思われる。木がこんも

り茂る所が見えており、そこであろうと目星をつけて進む。到着すると神明

神社であった、境内に入るが川に近いという雰囲気はない。本殿の後ろまで

ぐるりと回るも川は見えない、友は少し先まで調べてきたが川はここよりか

なり低い所を流れているという。やむを得ず本殿脇に腰掛けて弁当を開く、

しかし、木のしげる神社にしては蚊がおらずゆっくり食べることができた。

案外風も通っているみたいだ、それはそうと、冷やし中華を買った友の細君

は私と友がほぼ食べる終わるころになって、やっと準備が完了して食べ始め

るという。いったいどんな風にして食べる冷やし中華なのだろう? 

 

新旧の道路が変える街の姿 

 

 食べ終えてスタートするとほどなく国道 21 号の可児御嵩バイパスと合流

する、この辺りは右側が開けて木曽川に向けてかなり低くなっている、河岸

段丘と言われる地形だ。大きなパチンコ屋があり、合流部は旧国道が一部残

って新旧のつなぎになっていた。そこに廃業したパチンコ屋が草に覆われて

いる、新道ができたのでそちらに移ったのか、それとも倒産したものなのか

……..。道路が変わると商いには大きな影響与えることを如実に物語ってい

る。そんな建物をしり目に進んで行くと、｢中山道一里塚跡｣の石柱が立って

いた。よく見ると｢これより約 30m 東｣とあるので、低いほうへくだる坂の

途中にあったらしい。そこから先では舗装された道の端、ガードレールに沿

ってキバナコスモスらしき花がたくさん咲いて美しかった。妻が種を畑に植

えてみようと言うので、花の咲き終わった部分を少しいただき持ち帰った。 

 その先で中山道は右に分岐してほどなく｢加茂中央公設市場｣の案内看板

が現れた、そこから少し行くと多治見と美濃太田を結ぶ JR 太多線を横切る。

その線路手前の畑の一角にいくつかの石碑が集められている場所があった、

｢辞せ塚｣の石柱があるので辞世の句を集めたもののようだが、あまり見かけ

ることはない。ここからほぼ一直線に延びた道を進み、改良工事の行われて
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いる国道 248 を横切って 20 分程歩いた所に教会が現れた、と思ったらチャ

ペルを併設した結婚式場だった。落ち着いた家並をさらに 10 分も歩くと、

道は大きく右に曲がって木曽川に架かるブルーの太田橋が見えてきた。 

 

悠々と流れる木曽川を眺めてコーヒータイム 

 

 木曽川の流れを前に橋のたもと右側に、｢太田の渡し｣の立派な石碑がある。 

中山道では｢木曾の桟 太田の渡し 碓氷峠がなくばよい｣と唄われた難所

の一つ。左側には一目で喫茶店と分かるオレンジ色の建物が建つ、時間は

13.10 ではあったが迷わずコーヒータイムにする。中へ入ると窓からは、木

曽川の流れがワイドスクリーンのように広がって素晴らしい眺めだ、そんな

窓際の席に落ち着いてアイスコーヒーを頼んだ。出されたコーヒーにはこの

時間でのサービスとしては珍しく、小さなカステラとモンキーバナナ 1 本、

そのうえ小さくカットしたメロンまで付いていた。モンキーバナナは甘くて

おいしかったし、カステラも Goo だった。コーヒーだけでなく木曽川の美し

い流れも満喫して 20 分程休憩、これで 400 円はお値打ちで満足満足。喫茶

店の名は｢ホワイト．リリー｣という。 

 

  

太田の渡しの石碑              太田橋 

 

 今の太田橋は自動車用と人用の 2 本の橋があり、車に気を配ることもなく

安心して渡ることができる。中ほどまで進むと対岸にライン下りの船着き場

があり、２艘の舟が見える。確か定期運航はしておらず、予約のみで運営し
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ているはず。天竜下りや最上川くだりは乗船したが、近場の日本ライン下り

は乗ったことがない。木曽川を渡りきると国道２１号にぶつかり左折する、

ここからしばらく歩くと中山道は左に分岐して宿場へ入る。 

 

うだつのあがる｢脇本陣林家住宅｣ 

 

 太田宿は板橋宿から 51番目の宿で、恵那から鵜沼までの恵那、加茂、

土岐の三郡を統括した尾張藩代官所が置かれた重要な地点だった。町並みは

東西に 680mあり、本陣．脇本陣をはさんで問屋、旅籠、遊女屋が軒を連ね

ていた。宿場は以前に見学したので、今回はさらりと通ることに。 

 

  

脇本陣林家住宅              本陣の薬医門 

 

その中で国の重要文化財に指定されている｢脇本陣林家住宅｣を見学した。

林家は初代市左衛門が屋敷を構えて以来、脇本陣のほか太田村の庄屋や尾張

藩勘定所の御用達も務めていました。また質屋や味噌醤油の製造販売も営む

旧家です。往時には東西２５間の間口を持ち、土蔵１０棟、馬屋３棟、離れ

座敷など持つ壮大な構えだったという。明和６年(1769)に建てられた主屋は

街道の南側に北面して建っている。切妻の両端にはりっぱな｢うだつ｣が設け

られて、この家の権威と格式を示しています。広い土間の吹き抜けに見られ

る梁組や、黒光りする太い柱など素晴らしいもので、昭和４６年に国の重要

文化財に指定されました。明治 15年 4月 5日岐阜で暗殺された板垣退助は、
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その前日に太田で演説しこの脇本陣林家に宿泊している。さらに日本アルプ

ス槍ヶ岳開山の播隆上人が宿願を果たし、その帰途脇本陣林家にて病に倒れ

天保 11年に亡くなった。 

 一方、本陣は門のみが残され美濃加茂市の指定有形文化財になっている。

文久元年(1861)に仁孝行天皇の皇女｢和宮｣が１４代将軍徳川家茂に嫁ぐため、

江戸に向かう時に新築された。今も残る門は一間の薬医門(本柱が中心線上か

ら前方に置かれている門)で、昭和の初めに現在の場所に移築されたという。 

 

鉄道のダイヤは利用者本位になっていない 

 

太田宿の外れで時間は 14.20 頃、この時間なら次回のことを考えて JR の

次の坂祝駅まで歩くことにした。宿場の桝形を抜けて国道 21 号に合流し歩

き始める、しかし、このころから足が痛いのを感じていた。右も左も親指が

靴にあたると痛いのだ、そのためこれまでは友と並ぶようにして歩いていた

が、少し遅れ気味になっていた。さらに私の少し後ろを二人の上さんが歩い

ていた。走り抜けるトラックの風で 2 度も帽子を飛ばされながら、味気ない

国道を歩く。そんなときふと頭をよぎるのは、坂祝駅に到着すると列車が発

車した後で 30 分も待つのではということだった。 

 

  

パジェロ製造の会社            坂祝駅の陸橋から鵜沼方面を見る 

 

半分少しを歩いた辺りに三菱の｢パジェロ製造｣がある、こんな山の中に立

派な工場があるのも不思議だが、鉄工場を経営している友の話ではこの工場
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元々は機屋だったそうだ。現在はこの工場が海外へ移転するのではないかと

言う話もあるそうだ。その先で坂祝町の役場前を通りすぎしばらくして右に

曲がり駅に向かう、緩やかな上り坂になっており路面がぬれている。おかし

いなと思いながら進むと、ホースが道路に延びて水が少しずつ出ていた。 

先ほどからダンプが往来しており、ほこりよけのために水を流しているよう

だ。じきに線路にぶつかると思ったのだが、かなり歩いたように感じられる。 

やっと線路が現れるも駅舎は見当たらず、そこから 200m くらい先にそれら

しい建物が見える。すると先に行った友が駅舎に着く前に、前方に列車のラ

イトが見えてきたのだ。これではとても間に合わない、悪い予感が的中して

しまった。15.44 の列車には乗れず、次の 16.14 に乗って美濃太田駅に降り

るとタイミングよく 5 分程で多治見行きに乗れた。これはまだウンが付いて

いるかなと話しながら可児駅に到着、名鉄の御嵩行きはホームに停車してお

り急ぎ乗り換えようと走ったが、目の前で列車は出て行った。 

JR と名鉄は別の会社ではあるが、地域の交通機関であるなら互いに 30 分

に 1 本しか走らない列車の乗り継ぎくらい考えられないのか!! とても腹立

たしく感じた。こんな事だから地域の真の発展はおぼつかない、利用者の立

場になって考えることができないならどんどん衰退するだろう。およそ 30

分待って次の御嵩行きに乗り、御嵩会館の駐車場に戻った。 

 

 


