
ふらっと旧東海道               2009.4.2～4 

小田原～三島 31.2km 箱根八里を歩く 

  
旧東海道を歩いて京都三条大橋から愛知県内を歩きとおした、できればい

つの日にかお江戸日本橋まで歩きたいものと考えていた。 

しかし、年を重ねるごとに脚力も落ちるだろうから、それなら箱根越えだけ

は早く何とかしようと友と相談していた。天気予報とにらみ合わせて箱根越

えを 4月 2日～4日に決めた。 

  

箱根越えの計画を決める 

  

旧東海道の三大難所は、箱根峠、さった峠、鈴鹿峠と言われているが、箱

根峠を除く二箇所はすでに歩いている。小田原までの所要時間と費用、三島

からの所要時間と費用、さらに箱根の東坂と西坂を歩く所要時間を加味して、

宿をとる場所と出発時間を検討した。 

その結果、箱根の西坂(三島側)は宿がないので元箱根に宿を取るしかない。

小田原までは鈍行で 5時間かかることと、箱根宿～小田原は 16.5kmあるの

で登りのきつい二日目で 10kmに押えて初日は 7km位に分割して歩くことに

する。そうすると東浦を 6.30"に出て 11.30"に小田原着となり、昼食後に小

田原城と二ノ宮神社を見学してからスタートしても湯本まで行くには十分

だろうとふんだ。 

東浦～小田原は鈍行で 4620円.5時間、新幹線は 8350円・2時間 40分か

かる、でも青春 18切符なら 4人で 11500 円と、かなりお徳になる。天気予

報から 4月 2日～4日と決めたのが 3月 29日で急いで宿の手配をする。事前

に調べておいた宿も二部屋となるとなかなか空きがない、それでも湯本は容

易に確保できたが、元箱根は宿が見つからない。いつも利用する「じゃらん」

では空きが見つからないので、今度は「楽天トラベル」で探すが二部屋確保

はできなかった。すでに湯本の宿は確保してあるので何としても探さなくて



はいけない。次善の策として 10畳の部屋が確保できたので予約を入れた。

宿も確保できほっとして、発売最終日の 3月 31日に青春 18 切符を買いに行

った。 

  

青春 18 切符でのんびり小田原へ 

  

東浦駅 6.33"の電車で大府へ、ここから浜松行きの区間快速に乗る。浜松

までは利用することがあっても、その先はまず利用しない。8.25"浜松に到

着するがかなりの人が乗っていて、まだまだ通勤の人たちが多い。浜松から

は熱海行きのロングシートの車両で、社内アナウンスは若い女性の声である。 

早朝の東浦駅は無人のため青春 18切符の検札をしていない、車掌さんの顔

を見ながら日付の記入を受けるため最後尾の車両まで移動した。丁度マイク

を握って案内をしていたが、私に気付いてちょっと待ってくださいと軽く手

を上げた。名札を見ると松島さんで、案内を終えると 4人分の日付記入と印

鑑をおしてくれた。もちろん松島の印だった。メガネをかけたきれいなお姉

さんだった、常々思っているが車掌さんはすべて女性にするべきである。人

様に案内をするような仕事は女性に任せる方が感じが良い。でも松島さんは

静岡で男性の車掌に交代した。 

  

  車窓からの富士 



途中では富士山がきれいに見えた、これからの旅が順調で楽しいものにな

ることを予感させてくれる。5分 30秒で丹那トンネルを抜けると 11.08"熱

海に到着する、ここからは JR東日本の区間になる。車両もグリーンの帯が

入ったものに変り、車掌さんも女性に代わり車内アナウンスが流れた「この

列車は 11.14”発普通列車東京行きです、終点東京には 13.02”に到着しま

す」。朝 6.33”に東浦駅を出発して 6時間 29分で東京駅に着くというのだ。

昔中学 3年の時靖国神社参拝のため同じように朝早く出発して、夕方に到着

した記憶がある、それも品川駅だったと思う。50年の月日が流れて列車のス

ピードも格段に速くなった。そんなことを考えている内、予定通り 11.36"

小田原駅に到着した。 

  

待ち時間 0分のランチ 

 

まずは早めの昼食をとり、それから小田原城へ向かうつもりで駅前を見渡

すと、小田原城入り口の大きな看板が眼に入った。そちらへ行こうとすると

友が手前の細い道の方が近道だと言う、でも食事処を探すには裏通りはだめ

なのでメインストリートを進んだ。うなぎ、寿司などの看板が目に付くが、

路上に置かれた二つ折りの看板には「待ち時間 0分 サービスランチ」の文

字が躍っていた。見ると日替わりランチは 500円、他のランチも 550円～650

円である。考えるまでもない、ここにしょうと狭い階段を登った。入り口に

は食券の販売機がある、日替わりランチは A と B があって A は鯖の味噌煮、

Bは鰺のフライとコロッケにメンチカツだ。Bを 2枚買って席に着く前に「食

券をください」といわれて手渡す、通路を挟んで片側のみにこじんまりとし

たテーブルが置かれた、奥深いまさにうなぎの寝床である。イスに座りやれ

やれとテーブルの上にある物を見ると、何と卵、のり、漬物無料サービス、

さらにご飯と味噌汁お代わり自由とあるではないか。安いランチなのにその

うえ更にサービスがあるので驚いた。そのことを話していると、もう食事が

出てきた、確かに早い。他には作業着姿の客が数人いたから、この近くで働

く人たちをターゲットにしているのかな! 



卵かけご飯にしてのりをのせて食べる、白味噌のお汁だったが味はまずまず、

鰺のフライはほどよい大きさで旨かった。お店の名前は「さくら水産」だっ

た。  

 

  

500円ランチの看板            お堀の桜 

  

桜咲き 人出一杯の小田原城 

  

12.15"お腹も満たしてポカポカ陽気の通りを歩いて行くと、いくつかの食

事処がありランチはいずれも 1500円～2000 円とある。いいお値段である、

ランチに 2000 円も費やすことはできない。500円ランチは庶民の味方だ。 

お堀を渡ると桜の花が咲く城内はたくさんの人出でにぎわっている、洋服を

ずらりと並べた出店や、猿回しのショーもやっていた。それらを横目に天守

閣へ向かうと何と象さんがいた、動物園を併設しているのかな。そして立派

に再建された常磐木門をくぐり本丸跡の広場にくると、編み笠に着物姿の女

の子達が走り出してきた。 

見るとそこには貸衣装屋さんがあって、子供達のそんな姿を記念撮影してい

たのだ。その先には武者姿の男の子達もいたので、遠くから無断で一枚撮ら

せてもらった。広場には威風堂々とした白亜の天守閣がそびえている、もち

ろん再建されたものだがお城はいつ見てもすばらしい日本の風景だと思う。 

  



  
可愛い子供達                小田原城 

  

小田原城とは 

 

元々は平安時代末期、相模国の豪族土肥氏の一族小早川遠平の別館であっ

た。その後北条氏政．北条氏直まで戦国大名北条氏の 5代にわたる居城とし

て、南関東の政治的中心地となった。小峰城、小早川城と呼ばれた。築城は

1417年(応永 24 年)。安土桃山時代の 1590 年(天正 18年)、豊臣秀吉が天下

統一の仕上げとして北条氏と開戦。三ヶ月の篭城戦の末ほとんど無血で開城

させたが、この篭城戦で北条側が和議か抗戦かをめぐり論議したが、一向に

結論が出なかった故事が「小田原評定」という言葉になっている。 

江戸時代になると家康は腹心大久保忠世を小田原城においた。小田原藩は箱

根の関所を幕府から預かる立場であった。お城は江戸時代に二度も大地震に

あい、中でも元禄の地震では天为や櫓などが倒壊した。天为が再建されたの

は 1706年(宝永 3年)で明治に解体されるまで存続した。そして一時期を除

き明治まで大久保氏が居城した。 

  

二宮神社から旧東海道へ 

  

このあと隣にある報徳二宮神社へ寄った、ここは小田原の生んだ農聖 尊

徳二宮金次郎を祀るために明治 27年に建てられました。さほど大きくはな

いが威厳を感じさせる雰囲気がある神社で、きちんとお参りをした。 



そして、参道脇には二宮金次郎の像が石の台の上に建っている、説明にはこ

の像はブロンズ製で当時施行されたメートル法にちなんで高さ 1mに造られ

ている。当時造られたブロンズ製で残っているのはこれのみだという。言わ

れてみると私たちが見て知っているのはすべて石造りである。 

  

  

報徳二宮神社               二宮金次郎の像 

  

ここからお堀沿いに進むと大きな藤棚がある、花の時季にはすばらしいこ

とだろうと容易に想像できる。でも今は枯れ木の大木といったところか、こ

の藤は「御感の藤」(ぎょかんのふじ)と呼ばれる。というのも明治の末、当

時皇太子であった大正天皇が藤棚の花の見事さを激賞されたことから名づ

けられたもので、藤は小田原の名物です。 

ここを右折して進むと左手に「箱根口門跡」の碑が石垣の上にあるのが見え

た、そのすぐ先に国道一号が走っている。旧東海道はここから板橋見付まで

国道一号を歩く、そのスタートになる箱根口の交差点に到着した。 

  

食後のコーヒーは自販機で.... 

  

箱根口の交差点から 7km先の湯本をめざしてスタートする、ここから 1km

弱は国道一号を歩く。人口 20万人の都市らしいたたずまいで、広い歩道が

整備されている。少し歩いた商店の間の空き地に柵がめぐらされて、屋敷一

軒分が人の背丈くらい掘り下げられていた。見ると歩道側の柵に「埋蔵文化

財発掘調査」の看板がかかっており覗き込むと、ぐり石を積んだ石垣が現わ



れている。他にも柱の跡らしき丸い穴もいくつか見られた。ここが旧東海道

すじだから宿場跡の建物の遺構のようである。通りには自販機がそこここに

置かれている、ランチのあとにコーヒーは飲まなかったので、いつものよう

に缶コーヒーを買い求めた。銘柄はいつも「ジョージア」で冷たいほうを選

ぶ、温かいものだとそのうちに冷めて生ヌルになるのが嫌だ。でも一本全部

飲んだことはない、6割ほど飲んで残りは妻が飲むのが常。とにかく少し飲

めば気持ちが落ち着く感じなのだ。飲み干してしばらく歩けば次の自販機が

あるので、缶は隣の空き缶箱に入れることが出来る。 

ほどなくすると東海道線のガードをくぐり、板橋見付の交差点で国道一号

を離れ右折する。この右手奥には三代将軍家光の乳母である、春日の局が開

基した光円寺がある。次は上板橋の交差点で国道一号に合流するまで、板橋

旧道を歩く。 

  

小田原用水取り入れ口 

  

板橋旧道の終る地点に板橋の地蔵尊がある、名前からすると小さな祠があ

るのかと思うが、とても立派な寺の本堂のような建物で意外だった。この地

蔵尊は湯本宿の古堂に祀られていたものを永禄 12年(1569年)に移したもの

で、地元ではとても親しまれているそうだ。 

 

  

               小田原用水取り入れ口 

  



ここを過ぎて国道一号に出ると、左手に早川が流れて右手高台を箱根登山鉄

道が並行している。その交差点の横に小田原用水取り入れ口が残されている。

説明では北条氏の時代に造られたもので、わが国初期の水道という。水は小

田原城の江戸口見付門まで引かれ、城下での飲用水として江戸時代まで使わ

れたという。川沿いに桜の花も咲き、上流には箱根の山並みが眺められる美

しい景色が広がっていた。 

 

風祭一里塚跡と蒲鉾工場 

  

箱根登山鉄道の電車が頻繁に行きかうのを見ながら、嬉しくない国道を歩

き 800m程進み小田原厚木道路の高架下までくると、風祭の集落へ旧東海道

は分岐する。しばらく進むと風祭駅の横にくる、ほどなく一里塚跡のはずだ

がここで友が「駅の向こうに蒲鉾の店と博物館がある」と言い出した。 

今回のウォーキングマップは、神奈川東海道ルネッサンス推進協議会が作成

した宿場マップを私が持ち、友は一般地図を拡大したものを用意してきた。

宿場マップに蒲鉾工場は載っていなかったが、よく見ればトイレマークは蒲

鉾工場の所についているのだ。神奈川を小田原を売り出すものならぜひ載せ

るべきだろう。 

小田原の蒲鉾も試食してみたいもので立ち寄ることにした、駅横の踏み切り

を渡ると有名な鈴廣の工場と売店が国道一号沿いに並んでいる。その向かい

には箱根ビールの小さな醸造所があった。創業慶應元年 蒲鉾鈴廣の店は、

ちょっと入りづらい雰囲気だったが、隣は蒲鉾の市場みたいになっていたの

でそちらへ入った。広い店内にはたくさんの客が品定めをしていた、いろい

ろな蒲鉾が並んで試食もできるが、アルコールセット 500円というのが目に

付いた。箱根ビールも飲めるというので早速注文した。出されたものは蒲鉾

三枚とグラス一杯のビール、蒲鉾は三種類で①冷凍のすり身で作った②冷凍

と生のすり身半々③生のすり身のみで手作りと言われたが味はよく分から

なかった。ビールは少し濃いめの味がした。車を運転しない時はこんなこと

もできるので嬉しい。 



 よい気持ちになって駅の方へ戻ると屋台でみかんを販売していたが、その

中に直径 2cmほどの小さな柚子みたいなのがあった。珍しいので何なのか聞

いてみると「ゴールデンオレンジ」という、すっぱ味の味はなか 

  
蒲鉾鈴廣                 箱根ビール醸造所 

  

なかうまい。一袋 200 円だったがお買い上げはしなかった。踏切までくると

手前のホームに電車が止まって遮断機が下りていた、電車が発車するのだろ

うと待っていると小田原へ向かうロマンスカーが入ってきた。 

  

的を外れた看板 

  

街道へ戻り少し歩くと風祭一里塚跡で時間は 14.00"だ。ここから 2km程で

湯本だがこの間は特に見るべきものはない、そんな街道を進むとあちこちに

「長興山紹太寺の枝垂れ桜見学の方はマイカーではなく電車をご利用くだ

さい」という看板があった。これっておかしくないか!! つまりここまで車

できた人がこの看板を見ても遅いのだから。かなり有名なようだが宿場マッ

プに枝垂桜は載っていなかった、寺は載っていたが街道から奥へ入った所に

あった。この寺は小田原城为稲葉美濃守正則が父母の追福のため、寛永 12

年(1635年)創建したもの。稲葉氏一族の墓や寺の鉄牛和尚の寿塔が眠ってい

る。寺の参道へ分岐する所には二人のガードマンが立って、いちいち用向き

を尋ね寺へ行く人だけを通す交通整理をしていた。枝垂桜のシーズンは車で

ごったがえすのに音を上げたのだろう。それを逆手に取り駐車場の営業を検

討しないのかな? 



そんなことを考えながら歩くのどかな旧街道の脇には、紫色の大根花がきれ

いに咲いて美しい。春ならの景色でウォーキングの楽しみの一つだ。 

  

湯本の郷土資料館で箱根越えの勉強 

  

旧街道は入生田駅を過ぎるとほどなくして国道一号に合流する、そして国

道に沿って、あるいは国道を歩く。この間には桜の古木が並び今も美しい花

を咲かせていた。桜の開花にうまく会えば goodと予定した日程は、まさに

ばっちりでこんなにタイミングの合うのも珍しい。 

国道一号と別れて三枚橋交差点を左折して早川を渡り、上流の箱根湯本駅を

見ながら街中へ入る。案内看板はなかったがこの辺りと右折して郷土資料館

へ向かう。何故案内看板がないのか不思議だったが、場所は役場の隣で湯本

駅から来た人に分かるように案内板があった。歩いてくる人を想定していな

いのだろう、でも車で来る人はかなりいると思われるのだが。こうしたこと

が「相手の立場で考える」という基本がおろそかにされている証拠だと思う。

200円の入館料を払い見学していろいろなことを知り得た。 

昔の箱根越え 

☆江戸時代の旅の費用は?  弘化 2年(1845年)に伊勢参りをした記録では、

87日間で金 6両と銭 2貫 969文....今のお金にして 827.000円程度かかっ

た。 

☆箱根越えの時間は?  箱根八里を超える旅人は日の出前に小田原(三島)

宿を発ち箱根宿で昼休みをとり、夕刻に三島(小田原)宿へ到着するのが一

般的だった。 

☆箱根越えは何故きついのか?  幕府は江戸時代初期に、箱根町側約 4里

について従来あった尾根上の箱根越えの道(湯坂道)を、江戸防衛上の問題

から谷沿いの道へとルートを変更した。 

☆街道の村  宿場と宿場の間にあり、街道に沿った村のことを間の村(あ

いのむら)という。小田原宿と箱根宿の間には板橋村、風祭村、入生田村、

湯本村、湯本茶屋村、須雲川村、畑宿村の７ケ村があった。これら間の村

には街道を通る荷物、往来の旅人や道の整備のために労働力の提供を義務



付けられていた。反面、宿泊は認められていませんでしたが、旅人に茶や

甘酒を接待したり、みやげ物を売ることは許されていた。 

☆箱根八里は馬でも越すが  東海道の各宿場には、人と荷物を次の宿場ま

で輸送するため、100人の人足と 100 匹の馬を用意するよう命じられてい

た。しかし、箱根宿は田畑が一切なく苦しい生活であったため、宿場全体

の年貢を免除するとともに人足の義務付けもしない特権を与えていた。 

☆死者も出た箱根の坂  箱根の石畳の道は平均 10度、最大勾配 22度とい

う急な坂が続いている。歩くのはもちろん馬で箱根を越すのも大変です。

事実、天明 6 年(1786 年)江戸の早飛脚が、畑宿村の西海子坂で落馬して死

んでいます。江戸時代初期の寛永年間には、須雲川村の 

 急坂で女性の旅人が落馬して死亡。そのためこの坂を「女転ばし坂」 

と呼ぶようになった。 

  

  

三枚橋を渡り湯元の街へ          湯本一里塚跡 

  

石畳には昔の風が吹いていた 

  

郷土資料館を出ると上り坂が続く、お年寄りが二人乳母車を引いていたが

これを見ると、坂の多い街は年寄りが生活するには大変だと思った。いくら

若い頃に鍛えているといっても年には勝てない。その坂道の右側に湯本小学

校があり、道沿いの桜が満開でとてもきれいだった。宿までは 1kmほどだが

かなりお疲れモードに入ってきた、足の重いのが感じられる。街道沿いに宿

は多くある、でも今夜の宿は奥湯本なのでもう少し頑張らないといけない。



会社の保養所も目に付く、予約できないか調べた宿も街道沿いに見られた。

宿までのほぼ中間点に湯本一里塚があり、大きな石碑が建っているが塚はな

くちょっと寂しい。その隣に白川洗石生家跡の説明板があった、読んでみる

と箱根の寄木細工を学び、洗石は象嵌細工の技法にミシンを利用して繊細な

作品を作ることに成功し、新しい技法の普及に努めたとある。 

 

  

               箱根旧街道入り口の石畳 

 

どの分野にも努力した先人のいることを忘れてはいけない。 ここから 3

分程で上り坂から少し下る狭い脇道に入ると石畳が現われる、そこには国指

定史跡「箱根旧街道入り口」の説明板があり、江戸幕府が延宝 8年(1680年)

に箱根旧街道に石を敷き舗装をしたとある。昔の面影を残す 255m程の石畳

を、野次さん喜多さんになったつもりで歩いてみると、今までの疲れも忘れ

てしまうようだ。 

 

宿はペンション 

  

箱根街道に戻るとこの辺りから坂は急でなかなか前へ進まないような気

がする、箱根観音の案内が現われたのでもう間もなくすれば宿のはずである。

郵便屋さんがいたのでホテルの名前を言って、この道を下ればよいか聞くと

「いやいやこの道はだめ、もう一つ向こうの道だよ」と教えてくれた。 

ちょっとがっかりだがやむを得ない、そこからひとふん張りして次の下り道

まで歩いた。大きくカーブした道を下りやっとホテル岡田に到着した、でも



ここが今夜の宿ではない。フロントにその旨伝えてエレベーターで 8階に上

がる、ここから連絡通路を通り一旦外に出るとさらに急な坂を少し上り「箱

根の森 おかだ」に到着する、時間は 16.30"だった。 

こちらは料金の安いホテルで玄関にはペンションの看板がかかっていて、そ

の前には日帰り入浴の温泉がある。われわれはホテル岡田の施設も、日帰り

湯の施設も利用できる。早速日帰り湯の露天風呂で箱根のお湯に浸かり、足

腰の疲れを癒した。 

 

  

箱根の森 おかだ               ホテル前の桜並木 

 

今日の歩数は 17.800 歩、到着してすぐに温泉に入り寝る前にも温泉に入

り翌朝も温泉に入り、足腰をしっかりほぐして二日目に備えた。 

二日目  

今日は箱根東坂を登り元箱根まで行く、およそ 10kmで到着時間により付近

の見学その他を調整する予定。 

 

浄瑠璃の勉強も 

  

8.30"に宿をスタートする、晴れ渡った空の下箱根街道に出るまでの川沿

いの道は満開の桜が美しく、とても気持ちのよい日になりそうだ。でも今日

はきつい上り坂が続く、無理はせずにゆっくりでもいいから着実に進みたい。 



箱根街道のすぐ下のホテルには、一本の大きな桜の木が見事な花をつけて、

まるで道の真ん中にそびえている。ホテルの敷地が駐車場になっていて道と

接しているために見られる珍しい景色である。昨日はとても長く感じた道程

も今日は難なく歩いて箱根街道に出た。いきなりの上り坂が続くスタートは、

歩き始めると直に心臓にくる思いだ。15 分も歩くと葛原坂で、今も葛の葉が

生い茂っている登りが一町ばかりというから、100m程続くのか。この時下か

らジャージ姿の 40～50歳位の男性が一人登ってきて、軽い足取りでわれわ

れを追い抜いて行った。 

箱根を越えるにはあれくらいでなくてはと思ったが、まねは出来ない。マイ

ペースで歩いて行くと、なにやら派手な装いの神社が現われた。大天狗山神

社 天聖院の看板がかかっている、よく分からない新興宗教のようだが、そ

れにしてもすごい財力をもっているようだ。 

出発して 30 分程で左手に鎖雲寺がある、ここには箱根を舞台にした浄瑠

璃「箱根霊験いざり仇討ち」で知られる、いざりの勝五郎と妻初花の墓があ

ります。立ち上がることが出来なくなった夫を車に乗せて、親の仇討ちのた

めに箱根山を進み「ここらあたりは山家ゆえ、紅葉のあるのに雪が降る」と

いう名台詞が知られています。ストーリーは初花が箱根権現に夫の病気回復

と、仇討ち成就の願をかけ、いずれもそれがかなうというもの。 

 

     

    勝五郎.初花の墓のある鎖雲寺「初花堂」 

 



けなげな妻の願いが通じて夫の病が完治するばかりか、親の仇討ちまで成し

遂げる美談は、くっついては離れる今の芸能界とは比べようもないが、夫婦 

のあり方を現代人に投げかけているような気がする。その初花の名をいただ

く「初花の滝」が街道の右手奥にあります。 

 

死人がでた女転ばし坂 

  

鎖雲寺を過ぎて須雲川を渡ると大きなヘアピンカーブで、ここが「女転ば

し坂」と呼ばれている。江戸時代初期に女性が落馬して亡くなったことから

この名が付いたと言われている。今は車の時代になったので、車の通行がし

やすいように大きなヘアピンカーブにしたのだろう。歩行者用にはカーブの

所をショートカットするように階段が設けられていた。なかなかきつい階段

で、昔の道もきっとこんな具合だったのだろうと思われる。登りきるとそこ

からは山肌を削った道で、左側の斜面は杉の木が林立して光をさえぎってい

た。そんな道を 5分も歩くと、今度は割り石坂の看板があった。説明には曽

我五郎が富士の裾野に仇討ちに向かう時、刀の試し切りで石をきり割った所

という。石が切れるとは思えず何故このような言い伝えがあるのだろう?よ

く分からない。ここから旧東海道は箱根街道に並行する、須雲川自然探勝歩

道を歩く。しばらくして今度は箱根街道を横切ると石畳の道になる、わりと

平に整備されて歩くのは楽であった。畑宿が近づくと石畳の続く途中の脇に

はお墓が二箇所あった。昔の名残でお墓だけは残っているのだろう、そんな

石畳の道はほどなく箱根街道に突き当たり 9.45"畑宿に着いた。 

  

畑宿の名物は寄木細工とお喋りおじさん 

 

畑宿本陣茗荷屋跡の碑と庭園の説明板があり、美しい庭には鯉が泳ぎ街道

でも有名になったとある。幕府の外交使節ハリスもこの庭を見て感嘆したと

いうが、今はその面影はない。その先に寄木細工会館があったので立ち寄っ

た。少し階段を登った高台の二階建ての建物で、一階はトイレ二階がお店に

なっていた。ハイカーの方のトイレは二階に一声かけてください、の札を見



ながら二階に上がるとストーブが点いていた。歩いてきたので暑いくらいだ、

たまらずにそのまま外へ出て休憩。かみさんたちは土産の品を物色するのに

余念がなかった。妻はあれこれ見た上で娘にと、自分で組み立てるコースタ

ーを買った。友夫婦もあれこれ物色していたが、私は先に出てコーヒーが飲

めるという茶屋を見に行く。街道に戻り少し先にその店はあった、店先がバ

ス停の「あんの茶屋」だ。しばらくして 4人で店に入ると夫婦連れの先客が

いた、70過ぎと思われる和服姿のおじさんが一人で切り盛りしていた。とり

あえずコーヒーを四つ頼んだが、このおじさんはとてもお喋り上手で「うち

はコーヒーも旨いがオハギが旨いんだ」と言いながら「ここから箱根へ行く

には腹が減るからオハギが丁度いいんだ」と言いながら写真入のお品書き?

を出してくれる。それは何か雑誌に取り上げられたものらしくオハギの写真

と名物おじさんの紹介が載っていた。それならとわれわれもオハギ二個とコ

ーヒーのセットを二つ、コーヒーを二つに頼みなおした。 

コーヒーは豆を引いてドリップして出してくれるのだが、一度に三杯しか

作れないので先客の二人とわれわれの一人しか飲めない。すると、ちよっと

待ってくれよと言いながら漫談が始まる。客を退屈させることはない、ネタ

はいずれもここへ来た客とのやり取りだが知らず知らずに話しに引き込ま

れてしまう。オハギを作りながらも口は止まらない、そして出されたオハギ

を食べながらコーヒーを飲む。柔らかい甘みはとてもおいしかった、普段オ

ハギを食べることはまずないので余計に旨いと思った。値段はセットで 750

円コーヒーは 400円だった。 

  

  
オハギを食べた茶屋           畑宿の分岐にある案内板 



丸い塚の「畑宿一里塚」 

  

茶店を出ると 10.40"になっていた、道は一本の桜の下を右に大きく曲がる

上り坂になるがわれわれは真っ直ぐ進む。その先に円錐状の塚が道の両側に

ある、ちょっと珍しい形の畑宿一里塚で江戸より 23里の地点だ。茶屋のお

じさんに言われたように右の塚の後ろに回ってみると、ここを整備した記録

が記されていた。それによるとこの塚は発掘調査により、直径 30尺(9m)で

丸く石垣を積んで土盛りし木を植えたことが分かり、平成 10 年に復元され

た。遠くから見ると古墳を思わせる形はユニークなもので、その前で記念写

真を撮った。 

 

   

畑宿一里塚にて 

 

ここからは石畳が続く道を次は甘酒茶屋をめざして歩く。歩き出すと直に

上り坂となり、石畳はこれまでと違い不ぞろいな石が並び凸凹でとても歩き

にくい。この辺りは西海子坂でこんな道を歩いていたらかなり疲れることだ

ろう、しばらく石畳を歩くと車の走る箱根街道に出た。 



すると前から背の高い外国人がきて何か話しかけてきた「○○○トウカイド

ー?」、トウカイドーだけが聞き取れたので旧東海道をたずねたものと咄嗟

に「オゥー、ダウン」と言いながら今来た道を指差した。すると理解できた

らしくサンキューと言いながら道を下って行った。英会話は簡単で似通った

単語を言えば通じる、問題はヒヤリングができないことだ。この場の雰囲気

から判断して、たまたま意味が通じただけのことだが。元箱根に近くなった

ので畑宿からは人が多くなった、先ほどのように外国の人も歩いている。 

 

険しきこと一番の樫木坂 

  

しばらくするとヘアピンカーブが１０ケ所も続く樫木坂で、「東海道名所

日記」には「険しきこと、道中一番の難所なり」と記されている。でもわれ

われが歩く旧東海道はここもショートカットして、かなりきつい階段を登る。

それも長い上りの階段が三つも連なっている。しまいには足を上げるのが 

 

  

樫木坂の石畳               石畳の説明板 

 

億劫になるほどで、それはそれはきつい階段だった。上りきると 11.10"で箱

根街道にでる、ヘアピンを上りきった所で晴れ渡る空の下雄大な山並みが広

がっていた。 

ゆっくり観賞する間もなく、道は箱根街道に並行する自然探勝歩道に入る。

雑木林の中落ち葉を踏みしめながら進むと、右手の少し高台に見晴らし茶屋

がある。眺望抜群の所に建てられたと思うが、ここはベンチで小休止のみで



寄らずに先へ進んだ。この自然歩道は新たに整備されたものなので、薄い石

が並べられた今風の石畳でとても歩きやすかった。自然歩道を 500m程も進

むと今度は猿滑坂の看板があった、まもなく今日のほぼ中間点にあたる甘酒

茶屋だ。 

  

甘酒茶屋の休憩はパス 

  

猿滑坂から車の走る箱根街道を少し歩き、再び畑宿自然探勝歩道に入ると

まもなく甘酒茶屋が見えてきた。赤穂浪士の一人神崎与五郎が雲助に侘び証

文を書いたという講談で知られ、畑宿と元箱根のほぼ中間になる。店は箱根

街道に面しておりわれわれは裏手を通ったが、畑宿でオハギを食べてお腹は

へっていないので、ここでの休憩はパスした。 

時間は丁度 12.00"だった、しかしちょっと疲れたので付近の日当りのよい場

所で小休憩をした。さすがに腰を下ろすとヤレヤレという感じである、ここ

で友の細君がお手製のウイロウを差し入れてくれて食べたが、柔らかい甘み

がとても Gooだった。 

一服して歩き出すとあたりには土が掘り返されて、おそらく猪の仕業では

ないかと思われる場所が散見された。そんな自然歩道をしばらく歩くとまた

箱根街道を横切る、そこには元箱根まで 1.200mの看板があって石畳が延々

と延びているのが見える。とりあえず次は 1km程先の箱根八里歌碑をめざす。 

  

箱根八里は馬でも越すが..... 

  

先ほど横切った箱根街道を進むと直に「お玉ケ池」に出る、この池は関所

破りをした玉という娘が処刑されたのが、この池の畔だったことから名づけ

られたという。しかし、われわれの歩く箱根旧街道は甘酒茶屋あたりから、

ほぼ真っ直ぐに芦ノ湖畔に建つ箱根神社の方角に向かう。 

ここら辺りからは上り坂はないと言っていた友の意見に反して、上りの石畳

は続いている。左手の「屏風山」右手は「双子山」の間を抜けていく、ここ



でもかなりきつい上りの石畳が続く。そんな石畳を 30分ほど歩くと木立を

切り払った小さな広場があり、ベンチと箱根八里歌碑があった。時間は

12.30"で畑宿を出て 3kmちょっとだが、連続した上りのきつい行程を 1時間

50分かけて歩いたことになる。早速ベンチに腰を下ろした、木立の間からは

双子山の二つの峰が望まれるが、残念ながら見晴らしはよくない。この歌碑

は「箱根八里は馬でも越すが.....」の馬子唄の歌碑だった。箱根八里の歌

碑はもう一つあり、唱歌「箱根の山は天下の険......」の歌碑でこちらは元

箱根の恩賜公園にある。 

 

旅人も一息ついた「権現坂」 

  

箱根八里の碑を過ぎると坂は緩やかなくだりに、そして石畳はまだまだ続

いている。この石畳が敷かれる以前はというと、竹を並べ敷いたという。 

  

箱根八里の碑               権現坂 

 

しかし、竹は長持ちしないために石が敷き詰められるようになった。竹を敷

いたというのは割と簡単な作業で効果が期待できそうでうなづけるが、石を

並べるのは大変な作業だったに違いない。そんな石畳を 5分も歩くと権現坂

の看板が現われる、この坂は長さが 8町(約 800m)あるので、八町坂とも呼ば

れるそうだ。遠くに芦ノ湖が見えるようになり、湯本から上がってきた人々

がホット一息ついた所でもある。 



とはいえ、なかなかの急坂でしんどい場所に変りはない。しかし、ほどなく

してそんな石畳の道から杉並木の道に変る。その入り口に外国人の碑がある。

ケンベル．バーニーの碑とある、よく知らないので説明を見てみるとケンベ

ルはドイツ人でオランダ通商使節の一員として、元禄 4年(1691)箱根に来た。

そしてその美しさを世界に紹介した。バーニーは大正 11年この地に別荘を

建てた英国の貿易商人と記されていた。ここからの杉並木は落ち葉と土を踏

みしめて歩き、とても楽に歩くことができることを実感する。 

  

杉並木を歩いて湖畔でランチ 

  

この杉並木は元和 5 年(1619)に植えられたと伝えられているが、実際の樹齢

は 350年前後の木々といわれる。今も 400 本あまりの大木が道の両側にある。

しかし、東海道は松が植えられているのに、何故ここは杉なのか? その説明

はないが、何かで松の木が土地にあわず杉を植えたというのを見たような記

憶がある。うっそうとした杉並木を行くと、昔の人々もここを歩いたのかと

いう感慨を覚える。この杉の木は間違いなく 350年前に歩いた人も、今歩い

ているわれわれも見ているのだから。杉並木が途切れると成川美術館前で箱

根街道に突き当たる、ここを左折するとコンビニがあり芦ノ湖が目の前にあ

る。時間は 13.00"だったお昼を食べるにしても家の中ではなくて湖畔で食べ

たい、弁当を求めて早速コンビニへ入る。 

 

  

            芦ノ湖にて 釣り糸をたれる人も 



私が助六を選ぶと妻は一つもらえばいいという、結局昼のご飯は二人で

380円の助六一つになった。オハギの腹持ちのよいことは間違いなく、ここ

まで空腹感はなかった。湖畔を少し歩き箱根神社の朱色の鳥居と、富士山が

見えるロケーション抜群のところで腰を下ろした。岸辺では 2.3人の人が釣

りをしている、というよりも日光浴をしている感じであった。つまり釣れて

はいなかったが、しばらくしたら竿を上げた。見るとかなりの大物らしく一

気には上がってこない、釣り上げた魚を見るとでかいマスだった。ニジマス

かな? しばらくしてもう一人の竿にも引きがあり、こちらは少し小ぶりのマ

スを釣り上げた。大漁ですねと声をかけると「今日はこれで花見をしますよ」

と言っていた。相手もどちらからと言うので湯本から歩いてきたことを言う

と、「それはいい、歩いて回るのは最高だね」。こんな会話のできるのが旅

のよさというもので、友が「この辺りで花見というとどこかな」とつぶやい

ている。ご一緒できないのだからどこでもいいよ.....。 

  

杉並木を歩いて関所跡へ 

  

湖の畔温かい陽射しの下にいると正に春である、とても心地よい。休憩の

間に今日の予定を決めた。これから箱根峠まで歩き、帰りはバスで元箱根ま

で戻る。そして、明日はバスかタクシーで箱根峠まで行きスタートする。こ

こでゆっくりするより時間も十分あるので、明日のことを考えて先に進むこ

とにした。再度杉並木に戻り歩を進めて行くと、道の向こう側に箱根一里塚

の碑が見えた。杉の木の根元に石碑が一つと説明板があるが、ちょっと寂し

い造りではある。その杉並木は延々と続き陽をさえぎり、昔の旅人を陽射し

や風雪から守ったのだ。箱根の中でも箱根らしい景色と言える、この杉並木

を守るために 

 ☆土を柔らかくする 

 ☆土に酸素を送り込む 

 ☆杉の栄養根の発育を促す 

 ☆杉の根元に人が入り込み栄養根を傷つけないようにアジサイを植える

などの対策が講じられている。 



恩賜箱根公園の前から箱根関所跡へ向かう、直に黒い門と建物が見えてくる。

ここは門をくぐると街道の両側に関所の建物が建ち、そのまま関所を通行で

きるようになっている。金曜日の午後なので見学者はそれほど多くはなかっ

た、ここは特別に見学するまでもないので、土産物屋を眺めながら先へ進み

国道一号に出た。バス停があったので明日のために調べてみると、三島行き

の一番は 8.40"だった。8.00"には出発したいのでこれでは遅すぎて使えない、

タクシーにするしかないようだ。 

 

 杉並木 

 

楓並木のあった箱根宿 

  

大通りを歩いて行くと近代的な建物があった、箱根ホテルでその道筋に老

木と説明板があった。それによると箱根は街道筋には杉の木を植えたが、宿

場町の街路には楓を植えて春夏秋冬の風情を添えたとある。 

この楓は当時の宿場の中で、参勤交代の折大名などが泊まる本陣として建て

られた旅館「はふや」の門前に植えられていたもの。明治中期の道路拡張で



他の楓は切り払われてしまった。当時の本陣｢はふや｣は現在の箱根ホテルで、

樹齢 400年の老楓は珍しく他所にもあまり見ることは出来ないとある。 

気付かずに通り過ぎれば、分からなかった箱根の歴史を知ることもなかった

だろう。歩いてこそ知り得ることができたのであり、これこそウォーキング

の魅力と言える。ここから関所南の交差点を過ぎて次の交差点で国道一号か

ら右へ分岐する、でも何も案内がない。これでは初めて歩く人は困ってしま

う、宿場マップがなければきっとうろうろすることだろう。箱根ですらこん

な具合だから.....ちょっと残念なことだ。 

 

まだまだ続く急坂を箱根峠へ 

 

分岐して芦川の町並みをしばらく進むと再度分岐する、ここからは石畳と

街道の南側に杉並木の旧箱根街道が 400m に渡り続き、向坂、赤石坂、釜石

坂、風越坂と急坂が箱根峠まで続くとある。説明板の付近には芦川の石仏群

があり、そこから石畳が延びている。あとひとふん張りと歩き出した、でも

出だしはよいが坂はきつくなってくるし疲れも増してくる。 

 

  

最後の急坂「風越坂」            箱根峠のバス停にて 

 

ゆっくりゆっくりと着実に歩を進める以外にない。途中では道の真ん中に

アーチみたいになった木があり、上さんたちの記念撮影を。でもよく見てみ

たら木ではなくて、太いツルが垂れ下がっていたものだった。そんなことで

気を紛らわせながら進み、最後の風越坂の急坂を登りきると国道一号に出た。



ほっとして下り方面を見ると「道の駅.箱根峠」が見える、早速道の駅へ向

かうが下りの道はとても楽だった。ここでしばらく休憩し芦ノ湖を眺める、

芦ノ湖を行く遊覧船も山並みも美しい景色が広がっている。 

今までの疲れも吹き飛んでしまう心地で、言葉に尽くしがたいとはこのこと

だろうと思った。このあと友がインフォーメーションでバスの時間を聞いて

きた、明日のスタートを考えてここから少し上り箱根峠まで歩いた。15.15"

のバスに乗り元箱根まで戻る、料金は 320 円だった。 

  

宿は「ホテルむさしや」 

  

15.40"宿に着いた、宿は芦ノ湖畔に建つ「ホテルむさしや」部屋は 12畳

＋3畳の和室に 2畳ほどのくつろぎスペースがあり、隣がバス.トイレになっ

た割とゆったりした部屋だった。明日朝のタクシーを頼んで早速温泉に入る。

今日の歩数は 23.200 歩でしっかり歩いた、芦ノ湖に面したお風呂は眺望抜

群で、足腰の疲れも吹き飛んでしまうようだ。内湯の温度は熱いので露天風

呂に移ってゆっくりした。食事後の寝る前にも温泉に入り足腰をほぐして明

日に備えた。 

 

三日目 

  

朝湯のあとタクシーで箱根峠へ 

  

朝 6.00"少し前温泉に入る、露天風呂には誰もいなかった。芦ノ湖にはす

でに何艘かの小舟が出て漁をしているようだった。何を獲っているのかな?

日の出前からの仕事もあり、いろいろな生活があることが分かる。部屋に戻

りテレビを見ていると 7時 5分頃に「食事の用意が出来ました」と案内があ

った。昨日 8.00"には出発したいので、朝食は 7.00"頃に食べられないか頼

んでおいたのだ。これなら大丈夫だ、昨日の話では朝食は 7.30"からと言っ

ていたので心配していた。2階の食事どころへ行くともちろんわれわれが最

初で誰もいなかった、味噌汁は白味噌だったがおいしかった。 



7.50"タクシーで宿を出発する、昨日 2時間弱を要した距離をわずか 10分

弱で走って箱根峠に到着した。バス停横の少し広くなった所でタクシーを降

りると、わずかに上り坂があって頂にはブルーの大きな道路標識に「三島」

の文字が見える。846m の箱根峠を越えて、今日は下り坂の連続なので足を痛

めないように、気をつけて歩かないといけない。 

箱根西坂道は道幅 2 間(3.6m)で両脇には峠より山中新田までは杉、それより

三島間では松が植えられている。この間に一里塚が三箇所に築かれている。

道に石が敷かれた最初は延宝 8年(1680 年)といわれ、それ以前は竹を敷いて

いた。 

  

「ばらが平」は竹のトンネル 

  

少しだけ国道一号を歩くと、峠の茶屋がありここから旧街道は右へ分岐す

る。その入り口には旧東海道の案内があり進んで行くと、みちの両側には細

い竹がたくさん茂っている。あちこち歩いて気がつくのは、どの地域におい

ても竹が勢力を伸ばしており山が竹に侵食されている。ここは孟宗竹ではな 

 

  
三島宿への案内              見事な竹のトンネル 

 

いがやはり辺りを埋めつくしているのに変りはない。しばらくして三島への

旧街道の案内板が現われる、ここから山道へ入って行く。それにしても静岡

県に入ってからは、分岐点における道案内がきちんと整備されており分かり

やすい。これでなくてはいけない、天下の旧東海道なんだから。細い竹が茂



る道を行くと東屋があり説明板もあった、その少し奥に井上靖の八里記念碑

があった。竹を刈り取った直径 5.6mの広場になっており、中央に小さな石

碑が建っている。この辺りは「ばらが平」と言われ、この東屋からは両側か

ら細い竹が覆うトンネルの長い下り坂が続いている。竹の笹が積もった道は

柔らかくて歩きやすかった。それにしても見事な竹のトンネルはまた一興で、

味わいがあると思った。 

 

山中新田一里塚跡を見落とす 

  

30分ほど歩くと接待茶屋跡、山中新田一里塚跡、カブト石と明治天皇の休

憩した碑がかたまってある。この接待茶屋は昔箱根を越える人々のために、

人や馬の食べ物から焚き火を無料で提供したという。明治になって中断する

が教会や豪商によって引き継がれ、昭和 25年に廃止するまで 90年間にわた

って旅人を助けたと言うから驚きである。 

カブト石は兜を伏せたような形の石で、豊臣秀吉が小田原城を攻める時、休

憩して兜を置いたとも言われている。又、東海道中膝栗毛の中では弥次郎兵

衛が急坂に降参して兜を脱いだのだろうという歌を詠んでいる。しかし、山

中新田一里塚跡は気がつかずに通り過ぎてしまった。おそらく小さな石碑か

柱が一本建っていただけなのだろう。街道を歩くのに見落とすような一里塚

では困るが当時は塚がこしらえてあったのだろう。 

  

  

甲石                  雲助徳利の墓 

 



雲助徳利の墓 

  

石原坂、大枯れ木坂と続くと小枯れ木坂で、ここは杉並木の中の石畳が整

備されている。表面が滑らかな石畳なので歩きやすい、ここに「一本杉石橋」

が発見されたという説明板があった。古絵図によると旧街道には 9箇所の石

橋があったというが、ここともう一箇所のみ発見されているという。

35cm×60cm×160cm の石を 6枚ほど並べて、いわば水路に蓋をした形で、一

部はその石が見えたがそれだけでは橋とは分からなかった。そんな杉並木の

道が国道一号に合流する少し手前に、「雲助徳利の墓」があった。盃と徳利

が浮き彫りにされていることから「トックリの墓」とも呼ばれている。久助

という終生酒を愛した雲助の頭役の死を悼んで、仲間の雲助や土地の人たち

によって建てられたという。墓の隣には立派な石造りの説明碑がある。 

国道に出ると道の反対側に「史跡山中城跡」の石碑と説明板があった。車の

通行が多くなかなか反対側に渡れない、カメラの望遠を一杯にして写真を撮

った。この辺りは山中新田で近くには芝切地蔵堂があり、旧街道は国道から

分岐する。 

  

国の史跡「山中城跡」 

  

緩やかに下る坂道を 10分ほど行くと国道脇に広い駐車場があり、ここに

も山中城跡の説明板が設置されていた。立派なトイレもあったので用を足し 

  

山中城跡の説明              小枯れ木坂の石畳と杉並木 



て小休止する、説明板によると......山中城とは永禄年間(1558～1570年)

に北条氏康により築城された山城で、天为構造はない。北条氏の本拠地であ

る小田原の西の防衛を担う最重要拠点だった。北条氏政の代に豊臣秀吉との

関係が悪化し、1590 年(天正 18年)小田原の役で豊臣秀次率いる 7万の軍勢

が山中城を攻撃、わずか半日で落城したとある。 

 

三島市は山中城跡を史跡公園にするため、発掘調査を進め本丸、出丸、架橋、

井戸池の配置など山城の全容が明らかになった。そして、1930 年(昭和 5年) 

に国の史跡に指定された。9.30"国道を横切りスタートして、富士山の見え

る絶景ポイントへ向かう。 

 

富士見平は快晴 

  

  
 富士見平からの富士山 

 

杉並木の石畳を上り 10分もすると坂は下りになる、杉の木がなくなり背

の低い潅木に変ると畑が見えてきた。石畳の緩やかな下り坂からは遠くまで

見渡せる、その先には真っ白な雪を頂く富士山がくっきりと浮かんでいた。



でも頭の上にだけは雲がある、しかしすばらしい眺めで思わず走り出したく

なるような心境だ、日本人は富士山を見ると何故こうも興奮するのだろう。

自分でもよく分からないが、それほど富士山のインパクトが強いのだ。 

早速記念写真を撮る、でも富士山の頂がくっきりとは写らない。もっと良い

レンズのカメラでないと難しいようだ、カメラのモードを変えて写してみる

があまり変らないのであきらめた。石畳の坂を下りきった国道の前に大きな

石碑が建っている、よく見てこなかったが芭蕉の「霧しぐれ 富士をみぬ日

ぞ おもしろき」の句碑だ。 

ならばとひねった句は「坂下り 富士をながめる 桜かな」、ついでに「桜咲

く 石の古道は 箱根路」。 

国道一号が大きくカーブした所で、広場とドライブインがあるも営業してい

なかった。すでに倒産したようだ。事前に昼食場所を調べたさいに、ここと

もう一箇所は軽食とあったから喫茶店があることをあてにしていた。でも時

間は 9.45"で食事にはいくらなんでも早すぎる。国道一号を横切って坂を下

り集落へ入っていく。 

 箱根西坂一の急坂「こわめし坂」へ 

  

上長坂を下りしばらく進むと笹原新田で、この辺りも石畳が整備されてい

る。右手は畑が広がり左手の土手には木々が茂っている。そこにちょこんと

小さな案内板が現われた。左「笹原一里塚」とある、土手に上がってみると

土盛りした塚らしき所に木が立っている。それにしては笹原一里塚の名がな

い、周りを見渡すとツツジらしき低木に隠れていた。街道から一里塚が離れ

てあるのは不自然で、どうやら今歩いてきた石畳の街道は新たに敷設したよ

うだ。土手の上には細い道らしいものが残っているのだ。 

一里塚を離れるとすぐ国道一号に出る、10.10"これを横切って進むと箱根

西坂の中でも最もきつい坂「下長坂(こわめし坂)」になる。街道に設置され

た説明板によるとあまりに長い急坂なので、背負ったお米が汗と熱で強飯

(こわめし)ができたというので、その呼び名がついた。 

確かにきつい坂で一直線に下っている、あまりにきついので後ろ向きで歩い

たら体が普通に立って丁度よかった。でも後ろ向きで急坂を下るのは危険な

ので、前向きでじぐざぐに歩いて坂を下った。 



  

この写真でも急坂が分かります        お城みたいな家 

  

急坂を過ぎてまもなくすると国道一号に合流して、三ツ谷の集落に入る。こ

の辺りは和風の豪華な家が多い、中には二階建てなのに屋根は三層になった、

まるでお城を思わせるような家もある。隣には大きな小屋?があって屋根に

はソーラパネルがずらりと並んでいた。その先に広場があってベンチもあっ

たので 10.30"休憩にした、でも雰囲気的には広場は隣の個人の物かなと思わ

れたが......。 

  

天下一品「初音が原の松並木」と 錦田一里塚跡 

小時雤坂、大時雤坂と題目坂を下るころには 11.00"で市の山の集落に入る。

道端に出征馬記念碑なる物があった、この地区からたくさんの馬が軍に徴用

されたのだろう。ここから少し行くと六地蔵が赤いよどかけを着けて並んで

いた。何故ここに六地蔵があるのかと、辺りを見回すと道の反対側に墓地が

あったのでうなずけた。この辺りから「恋し坂」と呼ばれる臼転坂を下って

いく、すると桜並木に入る所で道路工事が行われていて旧東海道は歩けず、

国道一号に迂回しなければならなかった。満開の桜の下を歩けずちょっと残

念。国道をしばらく進むと旧東海道との合流点に大きな箱根路の石碑があり、

ここから旧東海道を少し行くと初音が原の松並木が見えてくる。 

ここは鶯が早く啼くから初音が原とか......三島市内に残っている唯一

の松並木で延長 1km 以上あり、上下線に別れた国道の上り線の部分が旧東海

道である。でも旧東海道は幅 2間なのに、ここは松並木の間がとても広く感 

じられる。それに松の木も割と細いので、道路拡張のさいに植えなおしてい 



     

   錦田一里塚 

 

  

反対側の一里塚             初音が原遊歩道 

 

るのではと思う。その松並木に沿って整備された遊歩道を進むと、錦田一里

塚に 11.35"到着した。 

確かに榎が植わっているが手前に切り株があるので、新しく植えられた榎だ

ろう。道の反対側にも同じような塚と榎があり、一対の一里塚が整備されて

いた。日本橋より 28 番目の一里塚で、旧態が残っていることから大正 11年

には国の史跡に指定されている。 



三島大社をめざす 

  

一里塚付近で休憩してから松並木を歩き出す、国道とは隔離されておりな

かなか良い遊歩道だ。松並木を歩きとおすと今度は桜並木で、満開の桜の下

を歩くのも気持ちがいい。しばらくすると国道一号から右へ分岐する、ここ

にも箱根旧街道の石柱と説明板があった。この辺りは谷田地区で愛宕坂を下

ると東海道線に突き当たり、ここにも旧箱根街道の案内板が設置されている。 

 

  
東海道線脇の箱根街道案内図       新町橋 

 

踏切を渡り今井坂を下ると一気に街らしい風景になり、12.05"新町橋を渡る

と三島の街並へ入っていく。ここからが三島宿だったと思われるが、それら

しく感じる物は何もない。今日は土曜日のためか、行きかう人も多くなりい

よいよ旅の終わりがちかづいて来た。そして人でごった返す三島大社前に

12.15"到着した。 

ここから三島駅までは 1kmある、かなりお疲れモードなのでバスで駅まで行

こうとバス停を探すも分からない。それでは先にお昼ご飯にしようと食事処

を探すも見つからない。それではと駅方面へ向かいながら食事処を探すが、

看板はあっても店が見つからず疲れが増す。やっとのことで喫茶店があった

ので入る、カレーライスにしようとしたら妻が夕食はカレーライスだよとい

う。それならとついぞ食べたこともないハヤシライスにした。コーヒーも飲



んで一息ついて駅に向かう、13.15"に着いたので 13.25"のこだまにしようと

思っていた。 

ところが窓口は二つあるものの前の人はめちゃ時間がかかっている、東北

か北海道の田舎町までの切符を買っているらしい。私の順番が来た時には

13.30"だった、したがって次の 13.59"のこだまの三河安城までの特急券と東

浦までの切符を買う。乗車前に缶コーヒーを買い求め、12号車 2D.Eの席で

ゆっくり飲みながら帰った。三河安城 15.20"、大府で 10分ほど待って東浦

には 16.22"に帰着した。今回の旅で歩いた箱根八里は、17.800 歩、23.200

歩、23.500歩合計 64.500 歩、昔の人が一日で歩いた箱根八里を二日かけて

歩いたことになる。 

 

 

箱根関所 

 

 


