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ふらっと旧東海道               2009.12.23～24 

蒲原～吉原～原 20.5kmを歩く 
  

 クリスマス前の 12月 23日～24日、旧東海道の上記区間を歩きました。 

天気予報をしっかりチェックしてこの日を決め、青春 18切符を 2枚買い 

求めました。宿もお値打ちなビジネスホテルを予約し、いつもの 4人で 

でかけました。 

  

いつもの電車も祭日だと...... 
  

 6.33"の電車に乗り大府駅で浜松行きの区間快速に乗り換える、いつもの

混雑がなくて空いているのが分かる。そういえば今日は祭日だった、あと

10数年もすると今日の祭日は私の誕生日である 2月 23日に変るのかな? 

おかげで大府駅から腰掛けることが出来た、でも席はバラバラだった。しか

し、刈谷駅では大勢の人が降りたので 4人でボックス席に陣取ることができ

た。岡崎駅からは各駅停車になり、豊橋近郊の通勤列車としての性格が強い。

豊橋を出ると列車は浜松付近と静岡付近で多くの人で混雑する、やはり大都

市の力は大きい。それに今日は私たちのようなウオーキングスタイルのシル

バーが多く目に付いた、みなさん洒落たシューズをはいている。どこへ行く

のかなと思っていたら、興津駅で多くの人が降りた。駅舎の方を見ていたら

テントと、JRのさわやかウオーキングの幟旗がちらりと見えた。きっと「さ

った峠」コースを歩くのだろう、このすばらしいお天気だから海の青さと富

士山の美しさを堪能出来るに違いない。 

 そうこうしているうちに 10.25"定刻どおりに富士川駅に到着した、駅前

の歩道橋を渡るのも二度目で予期したとおり雲ひとつない富士山が迎えて

くれた。われわれの旅もきっとすばらしいものになるに違いない。 

  

往時の塚が残る「岩淵の一里塚」 
  

 駅前の道を少し歩くと東海道に入る、前回は蒲原へ行くのに左折地点が分

からす゛困ったが、今回は真っ直ぐ進めばよい。家並みの間から富士山が顔

を出す道を進み 10.38"最初の目標であった「岩淵の一里塚」に到着。 

道が左へほとんど直角に曲がる角の両側に一里塚はある、ここは江戸から数

えて 37番目の一里塚。江戸に向かって右の塚はほぼ往時のままの塚として

残っている。また反対側の榎の巨木は、江戸期からのものと推定されている

という。当時のままの塚は小さくて反対側の塚は少し大きい、その大きな塚

の榎の根元を道路が直角に曲がりながら通る。その先には富士山が浮かんで
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いるすばらしい眺めだ、でもひっきりなしに車が通りおちおち写真も撮れな

いし、ゆっくり景色を楽しむのも難しい。 

そこには一里塚の碑と説明板、それに東海道の道標もあった。 

 

  
左の塚と右の塚が残る岩淵一里塚 

  

岩淵の小休本陣「常盤家」 
  

 一里塚から 10分程歩くと、道端の人の話で常盤貴子の実家があるという。

じきに黒い板塀と国旗がひるがえる門が現われる、どれどれと門の表札を見

るとマップに載っている「岩淵小休本陣」だった。 

小休本陣だから普通の本陣が宿泊用なら、ここは休憩用の本陣ということで

立場本陣とも呼ばれる。常盤貴子がこんなすばらしい名家の娘だったのかと

驚いた。せっかくだから見学しようと門をくぐるとガイドのおじいちゃんが

いて、「どうぞどうぞ」と声をかけてくれた。かなりの年配の方だったが、

しっかりした口調で丁寧に、細かく説明をしてくれた。 

 ここ岩淵は宝永元年の水害、4 年には富士山が噴火して大地震が起こり、

街並は崩壊した。そのうえ田畑は火山灰により大きな被害をもたらした。そ

こで幕府は東海道の付け替えを行い、新しい東海道は渡船上り場から南に１

０４間(187m)離れた高台に街並を移した。この地での渡船は慶長７年、対岸

の冨士郡川成島から岩淵村へ富士川の渡船役が移ってから始まり、渡船名为

を１０人が連番で勤めた。この時、常磐家は他の渡船名为とともに河東(今

の富士市)から移住してきました。以来、常磐家は渡船名为を世襲で受け継

ぐとともに、村方名为も務めてきました。その上、東海道岩淵間宿の小休本

陣として重要な役割も果たしてきました。 

 小休本陣の常磐家住宅は安政３年(1856)以後に建てられたものといわれ、

上段の間も備えた造りで建坪は７５坪もある。変っているのは、三部屋が続

く真ん中の部屋は 7.5畳という半端な広さになっている。1.5間×2.5間の

部屋が奥へ 3部屋も続いている。そして、庭には当時からのマキの木がそび

えていた。  
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常磐家の門                 正面は上段の間 
  

富士川は「ふじがわ」それとも「ふじかわ」 

  
 常磐家住宅から少し行くと道は右に直角に曲がり下り坂になる、その先で

今度は左へ大きく曲がる。そこから細い道が左へ分岐しており、ここが「身

延道」の基点でここから道はさらに下って富士川へでる。広い河原の向こう

には製紙工場の赤と白に塗り分けられた煙突が何本も建ち、その内の数本か

らは白い煙が立ち昇っているのが見える。川沿いの道は県道 396号でかなり

の交通量である、左手上流には赤い橋げたの東名高速が走り、背後に雄大な

富士山がそびえる景色はまさに絶景である。すばらしい景色にカメラを構え

ようとしていると、ライダーの青年がちかづいてきて「シャッターを押して

もらえませんか」という。一人でツーリングを楽しんでいるようだ、友が引

き受けている間に私は彼のオートバイと、道端に咲くアロエの花と一緒に富

士山を撮った。そこから少し上流に渡船場跡の常夜灯があり、隣には富士川

の開削事業を行い運航の安全が確保されて、江戸への廻米輸送を中心に水運

を発達させた「角倉了以」の碑がある。渡船は上、中、下の三箇所あり水量

に応じて使い分けていたという。 

 

   
アロエの花と富士                  富士を背に記念撮影 
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 富士川は南アルプス北部、山梨県の鋸岳に源を発し甲府盆地を南下して笛

吹き川との合流点までは釜無川と称され、合流地点からは富士川の名で呼ば

れる。静岡県に入ると雁堤の南で東海道と交差し、駿河湾に注ぐ。日本三大

急流の一つに数えられる。ところで富士川は「ふじがわ」それとも「ふじか

わ」と発音するのか?? 前回の蒲原を歩いた時に、JRの車掌さんは私たち

が「ふじがわ」と言ったら「ふじかわ」ですねと言ったのだ。帰ってから調

べてみると、正式には「ふじかわ」と濁らない発音とあった。流域の静岡.

山梨では「ふじかわ」と呼ばれ、4音の川で 2音目が濁るという共通ルール

だという。国土交通省の英語表記も「FUJIKAWA」と記載されている、しかし、 

多くの日本人が「ふじがわ」と発音している。それというのも 1180年に源

氏と平家が戦った、富士川の戦いを「ふじがわのたたかい」として歴史教科

書に掲載されたことに起因しているという。 

 

  
渡船場跡から見た富士山 

  

富士川の流れを変えて造った「雁堤(かりがねつつみ)」 

  
 美しい景色を眺めながら富士川を渡ると、川面を渡る風が火照った体に気

持ちが良い。7.8分で橋を渡るとそこに松岡水神社がある、ここは代官古郡

孫太夫が堤防普請の成就を記念して創建したという。富士川を渡る多くの

人々が安全を祈願したことだろう、ちょっとのぞいて見ると富士山道の道標

が見られた。神社から少し先の四丁河原のバス停付近で東海道は左へ折れて 
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いく、すると今までは車の騒音がうるさかったのが嘘みたいに静かになった。

やっと本来のペースで歩くことができた、そんなことを話しながら進むと左

手に家の屋根より高い堤防が続いているのが見えた。富士川はとっくに過ぎ

ており、何かなと友が地図と首っ引きになって見ていたが、地図では三角形

のエリアが富士川の隣にあって水の調整池のようだ。 

そんな話をしながら行くとコンビニが見えた、時間も丁度お昼になるのでお

弁当を買って、あの堤防のところで日向ぼっこをしながら食べようというこ

とに。隣の大通りまで出てコンビニへ入り、私は鮭の幕の内弁当、妻は助六

を選びお茶と合わせて 925円だった。堤防を上るとそこは広い公園みたいに

なっており、目の前に富士山が立ちふさがるかのようにそびえていた。すば

らしいロケーションの中でいただくお弁当はとても旨かった。食事の後でマ

ップを見てみると、どうやらここが「雁堤」らしいので広場の端にある建物

を見に行った。思ったとおりで雁堤の説明と碑があった、それに建物は清潔

なトイレだった。吉原までトイレがないから要注意と思っていたのでこれ 

も良かった。とても広いエリアと頑丈な堤防はそもそも何だったのか!! 

「雁堤」とは........江戸時代の始めまで、富士川は富士市の東の方へ曲が

っており、度重なる洪水による災害が多発していた。1674 年に古郡重高.重

政.重年の父子三代が 50年以上の歳月を費やして、富士川の流れそのものを

直線となる現在の場所に変え、洪水が多発していた場所に遊水地としての機

能も持つ 2.7kmに及ぶ大堤防「雁堤」を建設した。 

  

       
雁堤(かりがねつつみ) 

 

大変な難工事で、富士川を渡ってくる千人目の巡礼が人柱になったという。

雁が連なって飛ぶ様子に似ていることから「雁堤(かりがねつつみ)」と呼ば

れている。 
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間の宿「本市場」 
  

 弁当を食べて 12.30"スタートする、堤防を降りてコンビニのあった大通

りまで行くと、「左東海道」の道標と秋葉山常夜灯が並んでいる。でも「左

東海道」はおかしい江戸からなら右に行くのだし、江戸へ向かうのなら鋭角

に曲がって右へ行くはずもなく、あえて左へという案内も必要ないのだから。 

そんな話をしながら進むと JR身延線の高架の下をくぐる。そこから右に折

れて 10分ほどで札の辻跡の案内があり、交差点の角に立派な金正寺を見て

さらに行くと、用水が流れておりそこに鴨が二羽うずくまっていた。鴨がい

るということはえさとなる魚でもいるのかな。そのすぐ先に一里塚と記され

た石と一本の木が目に付いた、何の説明もないが「本市場一里塚跡」で、名

前の表示がなくちょっと寂しかった。散策マップにも一里塚跡の記載がなく

ておかしいと思っていたところだ。一里塚跡から１０分も歩くと民家の前に

東海道の案内と説明板があった、見ると「鶴芝の碑」としてある。 

読んでみると本市場の鶴の茶屋に建てられた物で、当時ここから雪の富士山

を眺めると、中腹に一羽の鶴が舞っているように見えた。これを見た京都の

画家が絵を描き、江戸の学者が詩を添えて文政３年(1820)「鶴の茶屋」に碑

が建てられたという。つまり、富士山の眺めが良かった場所ということにな

るが、今は家並みが続き富士山は見えない。そこから少し行くと「間の宿本

市場」のモニュメントがあった、一里塚跡、鶴芝の碑などは間の宿にあった

わけだ。 

 

  
本市場一里塚跡             間の宿「本市場」のモニュメント 
  

吉原宿の入り口に案内はなく道に迷う 
  

 本市場を過ぎて塔の木交差点を渡ると、広い道路の左手には雄大な富士の

姿が美しかった。その少し先にちょっと珍しい道祖神があった、「袂(たも

と)のさえの神」といわれる道祖神で、ブロック塀がそこだけ凹んで置かれ

ていた。集落を守るため村の入り口に祀られるもので、年号などの刻印はな
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いが江戸後期の物と言われている。高さは 88cmありシャクを持つ人型の立

派なお姿だ。この道祖神から１８分も歩いた所で形がよく似た石の道祖神を

見つけた、ここから道は一直線に延びて吉原宿入り口である「志けん橋」へ

向かう。真っ直ぐ行けばよいので橋だけを目当てに歩いた、ところが時間的

にどうもおかしい。マップでは道祖神と道祖神の間の距離より短いので、橋

を過ぎていると思われるのだが橋が見えない。 

間違いなく行き過ぎているので少し戻り、地図をしっかりチェックして橋が

あると思われる所まで引き返した。橋といっても低い欄干しかないので見落

としたかと思ったのだが、でも違っていた。もう一本通りを戻って橋の名前

を確認するも違う、その時友が「隣にも橋がある」という。10mほど左に橋

が見えた、少しだけ戻って左つまり宿場に向かって右へそれる道があった。

大通りからそれて橋まで行き欄干を見てほっとした、「志けん橋」だった、

マップでは真っ直ぐの道が小さくクランクに曲がっており、橋を渡ってから

右へ行くのではなく、右へ曲がってから橋を渡るのだった。 

マップには橋の記号が付いていないので、小さく曲がるところではよくよく

注意が必要だ。しかし、「志けん橋」を渡った所には東海道の西木戸跡の案

内があった。橋を渡ると西木戸跡かもしれないが、道が分岐する所に案内標

識を立てなくてどうするのだ!! 

 

  
西木戸跡の案内              喫茶店「MAHALO」 

 

 志けん橋から少し行った所に喫茶店をみつけた、道を間違えたこともあっ

て一度に疲れを感じたので休憩することにした。「MAHALO」というハワイア

ンスタイルのお店だった、とにかくコーヒーを飲んで気持ちを落ち着けると

同時に足腰も休めた。ここまで休憩しようにも喫茶店はおろか、お店らしい

お店がなかった。吉原の街に入りお店はたくさんあるが喫茶店は見当たらな

かった、東海道を歩くといつも思うのは、愛知県のような感覚で喫茶店を探

してはいけないのだ。とても数が少ない、つまりはお客が入らず営業が困難

なのだろう。それは愛知県の人々がそれだけ裕福である証ではないだろうか。

一杯のコーヒーで３０分も休憩してお店を出ると木之元神社があり、東海道
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はこちらという案内に沿って左折して進み、大通りに出て右折する。ところ

がほんの少し歩いた地点で道を間違えたことに気がついた、マップには拡大

図が載っていて静岡銀行の横にでてくることになっている。その静岡銀行が

右前に現われたのだ、先ほどの左折案内はもう一本先の道を指していたのを

見間違えたのでは.......。 

  

水鳥の羽音に驚き逃げ出した平家軍...... 

 
 吉原の商店街を歩き岳南鉄道の踏み切りを越えてしばらく歩くと、赤白の

煙突と一緒に富士山が見える。そして３０分ほど歩くと自動車総連のマーク

と日産労連ジャトコ労働組合の看板がかかる門の前を通る。トヨタ系で言え

ばアイシンのような会社でトランスミッションを造る会社、ここ吉原では王

子製紙、大昭和製紙と並ぶ大会社の一つだ。ここから５分も歩くと和田川の

橋を渡った交差点の角に「平家越え碑」がある、碑の説明には治承４年(1180)

１０月２０日富士川を挟んで源氏と平家の軍勢が対峙しました。その夜半、

源氏の軍勢が動くと近くの沼で眠っていた水鳥が一斉に飛び立ちました。そ

の羽音に驚いた平家軍は、源氏の夜襲と思い込み戦いを交えずして西へ逃げ

さりました。 

  

  
平家越え碑 

 

源平の雌雄を決する富士川の合戦が行われたのは、この辺りといわれ「平家

越え」と呼ばれています。 近くには民家や工場などが建ち並んでいます、

合戦の場が富士川ではなく和田川の辺りとは初めて知りました。でも何故富

士川の戦いと呼ばれるのでしょう?? あとで地理歴史に詳しい友に聞くと

昔は富士川の三角州がこの辺りまで広がっていたからだという。 
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名勝左富士とは..... 

  
 平家越え碑を過ぎると直に立派な石碑と祠の馬頭観世音菩薩がある、石碑

の文字は先をピンと跳ねる特長のあるものだ。そこから５分も歩くと名勝左

富士の看板が見えてきた。左富士というのは、東海道を西へ行くとき富士は

いつも右手に見えるが、ここだけは道の曲がりにより松並木の間から左手に

見えるので「左富士」と呼ばれ、街道の名勝となった。現在、わずかに残る

一本の老松が往時の左富士を偲ばせる。 

 

  
現在の左富士               吉原駅前の大昭和製紙工場 

 

この辺りは特に何もなかったので、富士が左に見えることをことさら大きく

取り上げたのだろう。相手が富士だから様になっただけのようである、志け

ん橋からこの左富士までが吉原宿である。すぐ先には左富士神社があり新幹

線の高架をくぐって行くと、一本の松と赤白の煙突が見えてくる。吉原駅前

の大昭和製紙の煙突で、さしずめ現在の左富士に相当する景色だと思った。

ここからほどなくして JR吉原駅に 16.00"に到着した、予定通りの時間で

24.200歩の旅だった。岳南鉄道吉原駅 16.23"の電車に乗り、ジャトコ前駅

で降りて駅前のホテル「HISASHI別館」に落ち着いた。 

  

二日目 

 二日目は吉原駅からスタートして駿河湾沿いの一本道を原駅まで歩く。 

マップで見る限り特別な見所はなさそうだが........。 

  

吉原宿は津波の被害で二度も移転した 
  

 街道沿いの JR吉原駅近くの宿を探したが見つからなかった、というのも

吉原の街の中心は JRの駅ではないのだ。海沿いを走る東海道線は田子の浦

港の近くを走りそのため物資の搬入.搬出の便利さから付近一帯は工場地帯
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になっている。その代表が製紙工場で大昭和製紙は駅前に有る、でも地図を

見ると港から水路が延びているのが分かる。そして、私鉄の岳南鉄道に沿っ

て工場地帯となっていて日産系の自動車産業「ジャトコ」もある。その工場

地帯の先に吉原の中心街が広がっているのだ。 

吉原宿は東海道が制定された際には田子の浦に面したところに宿が置かれ

ていた。しかし、津波の被害にあい二度も北へ移転した、街道が吉原宿の周

りで大きく北へ迂回しているのはこのためである。当時は幕領で百一石余と

宿高が少ないため近隣五ケ村が人馬役を分担し、さらに伝法村が加宿されて

いる。今では宿場周辺はにぎやかな商店街となっており、宿場時代を偲ばせ

る物はほとんど残っていない。そのためホテルも JRの駅近くではなくて、

工場に来るビジネスマンを対象にしたビジネスホテルもジャトコ前駅付近

に点在する。 

 

朝焼けの富士を見てからスタート 
  

 ホテルの部屋からは裾野を広げた富士山がきれいに見える、6.40"に見た富

士の頭は白かったが 6.49"には朝陽を浴びて赤く染まって美しかった。これ

まで朝陽に輝く富士は見たことがなく、とても感激した。 

7.00"ころにホテルを出て 7.09"の電車に乗り吉原駅に向かう、通勤時間に

もかかわらずお客は少ない。吉原駅で JRに乗り換える人も 4人ほどしかい

なかった。7.15"大昭和製紙の赤白の煙突を見ながら吉原駅をスタートする、

東海道線に沿って少し行くと踏切を渡りあとは一本道のはずである。すぐに

薬師堂があり、且つ隣には愛鷹神社がある。その向かいには門前の宿「旅館 

立場」の看板を掲げた小さな宿があった。立て場は休憩場ということなので、

お寺や神社に来るお客さん相手の宿であったらしい。今はどんな客がくるの

だろうか心配になってしまう。そんなことを考えながら朝の東海道を東に向

かって歩いた。 

  

水と戦った先人たちの痕跡が残る 

  
① 高橋勇吉と天文堀 

 しばらく行くと立派な石碑と説明板があった、そこには「高橋勇吉と天文

堀碑」と記されていた。どんな人なのかと説明を見てみると........80ヘ

クタールに及ぶ三つの新田(大野、桧、田中)を幾多の水害から守った天文堀

は、大野の高橋勇吉が天保 7年(1836)から嘉永 3年(1850)の 14年間の歳月

を費やして、完成させた排水用の堀割である。勇吉は自分の田畑や財産を売

り払って工事費に当てたといわれ、勇吉が天文の知識や土木技術に優れてい
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たことから、この堀割のことを人々は「天文堀」と呼んだ。今、三つの新田

は開発が進み勇吉の天文堀は、その跡を見ることが出来ない.......とある。 

 

  
高橋勇吉と天文堀碑             海岸の松林 
 

この三つの新田の地名は散策マップを見てみると、バス停として大野新田、

檜、田中として載っていた。治水や灌漑など水にまつわる苦労話は全国の

津々浦々に存在し、先人たちの努力によって今日があることを理解しなくて

はいけない。その先は単調な行程が予想されたので、海を見ようと海岸に出

てみた。先回歩いた千本松原のように、松林が続く海岸は波穏やかで春をも

思わせる。でも護岸工事関係の人以外に人気はなかった。それもそうで朝の

8.00"前から海に来る人も少なかろう。堤防を降りて今度は松林の中を歩い

た、細い散策用の道がどこまでも続いている。太陽がさえぎられているので

少しひんやりする、吹き付ける風の力で松の木はすべて陸地へ向かって斜め

になっているのがよく分かる。 

  

② 益田平四郎のスイホシ 

 20分ほどで街道に戻り少し行くと、昭和放水路にぶつかる。橋のたもと

には益田平四郎の像.一里塚跡の案内がある。この辺りは沼田新田一里塚が

あったところ、でも今はなにも残っていない。案内から少し離れた一段と高

い所に、石造りの柵に囲まれて大きな石碑と像が建っている。説明には「益

田平四郎とスイホシ」とある、スイホシとは何かな.....天保 7年(1836)の

大飢饉や度重なる水害から村人を救済するため、原宿の益田平四郎が浮島沼

の大干拓を計画し、現在の昭和放水路と同じ場所に大排水路を完成させたの

は明治 2年(1869)の春で、人々は「スイホシ」と呼んだ。 

事業は身延山久遠寺から多額の援助資金を得るなど、沼から海岸まで 505m

幅 7mの大規模な堀割を建設した。しかし、思いがけなくその年 8月の高波

で跡形もなく壊されてしまった。平四郎の大計画は頓挫したが、彼の願いと

夢は後の人々に受け継がれている......。このことからスイホシというのは、

「水を干す」という意味のようだ。 
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沼田新田一里塚跡の案内           スイホシを造った益田平四郎の像 
 

ここにも水と戦った昔の人々の苦労があったのだ、昨日の雁堤からすでに三

つの事業が行われていたことになる。要はこの辺りが低地であったのだ、散

策マップには吉原駅と原駅の間に沼田新田、西柏原新田、東柏原新田、一本

松新田と昔の地名が載っている。 

  

間の宿柏原の立派なお寺は..... 

  
 昭和放水路から 5分ほど行くと左手に立派なお寺が現われた、楼閣を備え

た山門には両側に仁王様の像がある。立円寺で本堂前には望嶽の碑、大きな

錨のゲラテック号遭難碑がまとめられている。ゲラテック号なるものは知ら

ない、望嶽の碑は何かと見てみると.....文化 5年、尾張藩の侍医柴田景浩

は江戸への途中、しばらく立円寺に滞在しここから見た富士の景色をたたえ

て碑を建てた.....とある。要はすばらしい景色に感動してその思いを碑に

記したというのだ。相手が富士山だけに異を唱える者はいないし、それを

PRに生かそうとしているわけだ。 

 お寺の向かいには間の宿柏原.本陣跡の案内がある、柏原の立場の名物は、

浮島沼で獲れる鰻であった。現在、茶屋だった柏屋の子孫が旧本陣屋敷跡地

で食堂.旅館を営み、往時のものという小さな築山が残っている。 

ここから少しで東田子浦駅前を通り 30"も行くと、門からフェンスまで葉牡

丹などたくさんの花で飾られたお宅が現われた。見るとガーデンコンクール

で市長賞受賞とあった。花があるのは美しいが、見た目にも鮮やかに配置す

るのはなかなか難しいものだ。ここから 20分ほど歩いたころ愛鷹浅間神社

(三社宮)がある、2 時間ほど歩きちょっとばかりお疲れモードになってきた

ので、お参りして休憩した。ここの祭神は木花咲耶姫で私の地元の伊久智神

社と同じであった。 
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立円寺と富士を背にする望嶽の碑     市長賞受賞の庭 
 

お酒の名前になった「白隠禅師」 

  
 休憩して歩き出すと直に原宿の西木戸(見付け)跡の案内が現われた、原宿

の東西の距離は 660 間(1.2km)あったと記されている。いよいよ原駅はまじ

かで、あとひと踏ん張りである。そこから 2分も歩くと見覚えのある酒屋が

有る、駅前の交差点まできたのだ。 

立派な酒屋は「白隠正宗」の看板を掲げる蔵元の高嶋酒造株式会社で、蔵の

前には富士山の霊水という看板がある。そこには 144.5mの自噴井戸からく

み上げる、水質表示がされている。そして、おもしろいことに白隠正宗の看

板には「沼津五百万石」とも書かれている。 

  

  
「白隠正宗」の看板を掲げる蔵元の高嶋酒造株式会社 

 

この白隠とは「駿河には過ぎたる物が二つあり、富士のお山に原の白隠」と

うたわれた臨済宗の名僧白隠禅師の名前である。でも五百万石は.... 沼津

に大名の本拠が置かれるのは安永 6年(1777)11月 6日、水野出羽守忠友が

三河大浜藩より二万石で転封してきた。その後 5.000石さらに 5.000石加増

されて三万石であった。次の二代藩为水野忠成(ただあきら)は徳川家斉の時
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代に老中として権勢を揮い、一万石さらに一万石の加増があり五万石だった

はず。ことさら沼津を引き立てさせる為に何故か百倍しているのかな?? 

ちょっと意味が分からない。それより、肝心の富士の霊水が無料で自由に汲

めるようになっており 2.3人が水を汲んでいた。それを見て奥方連中は、こ

れは汲まなきゃとばかりペットボトルの残りのお茶を捨てて、さらに水筒に

も霊水を汲んできた。その場で少し飲んでみるが味はよく分からない。 

 そして、10.20"原駅に到着し歩数は 15.800だった。10.25"発島田行きに

乗り帰路についた。昼飯は静岡辺りで下車して食べるつもりだったが、先回

の江尻宿では清水次郎長の墓をお参りしていないことを思い出した。せっか

くここまで来たので清水駅で途中下車して、梅院禅寺のお墓をお参りして生

家に立ち寄った。おかげで次郎長が 156cm の小さな男で、且つ歴史的に多く

の事業を手がけたこと、さらに清水一家には愛知県出身者の多いことなど知

ることができた。 
 

  
次郎長の墓               次郎長の生まれた家 

 

ふらっと旧東海道                2009.11.27 

三島宿～原宿 14km を歩く 
  

お天気を見計らって 11月 27日、三島～原を歩いた。日帰りで計画できる

のは今回が最後で、今後は一泊二日の予定で歩くつもり。 

  

まずは三島大社にお参り 
  

 今回は日帰りで三島～原まで歩くため、新幹線を利用して三島まで行って

原まで戻るコースとした。JR東海のアクセス検索で列車ダイヤを調べると、

豊橋～三島を新幹線利用の経路が表示される。三河安城～三島はいろいろ条

件を加えないと調べられない。これは三河安城駅は普通列車しか停車しない

ので、快速が为流でダイヤ編成されている東海道線では利用しにくいのだ。 
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 東浦 6.57"の快速に乗り、大府で新快速に乗り換えると 7.55"豊橋着、新

幹線ホームに行くと 8.01"のこだま 632 号はすでにホームに停車している。

急いで乗り込むが、これはのぞみが追い越すために待っているのだ。三島ま

で７５分、浜松、掛川、静岡、新富士と停車して三島に到着する。この間静

岡では追い越しの待ちはなかったが他はみな６分～７分停車になるのだ。 

予定どおり 9.16"三島に到着、お参りのためすぐにタクシーで三島大社へ向

かう。駅から東海道沿いの三島大社までは 1kmほど距離があるので、歩くと

時間がかかり帰りの電車が遅くなってしまうための措置。しかし、三島駅前

付近の渋滞はかなりのもので、信号待ちにいらいらするほどだった。 

  

  
三島大社拝殿と入り口のイチョウ 

 

 宿場の入り口に鎮座する三島大社は伊豆国一の宮、下田街道の起点で東海

道に面している。三島はもともと伊豆の国府があった所で、三島大社の門前

町として栄えた。ここは源頼朝が源氏再興を祈願したことで知られる、境内

に入るとイチョウの黄色がとても鮮やかなのが印象的だった。立派な神門を

くぐると舞殿がありその背後に、中央に入り口を配した荘厳な拝殿が現われ

る。調べてみると拝殿は入母屋造り、本殿三間社流造とか寝殿造りとあり、

どれが正しいのか分からない。歴史的には延喜式に「伊豆三島神社」とあり、

江戸時代には「三島大明神」と称していたという。お参りをして大鳥居のあ

る東海道へ出る。 

  

歴史の証人「千貫樋」と伏見一里塚 
  

 9.45"歩き始めると直に問屋場跡、世古本陣跡.樋口本陣跡の石碑が現われ

る、三島宿は江戸から１１番目の宿場で、本陣２、脇本陣３、家数１２０５

軒、人数４０４８人(天保１４年(1843)だった。東西を結ぶ東海道に、南北

を結ぶ下田街道と甲州道が交差する位置にあった。本陣跡の碑を過ぎると三

石神社があり、その境内には「時の鐘」があるという。江戸時代の物は寛永

年間に鋳造され時を告げていたという。しかし、第二次世界大戦に供出され
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てなくなり、昭和２５年に有志の手によって復興された。この辺りは広小路

通りで、伊豆箱根鉄道の三島広小路駅横の踏み切りを渡って道は二手に分か

れる。東海道は左手に進むが、右へ行くと伊豆国分寺跡がある。 

 ほどなくして境川橋に着く、ここが宿場の西外れでここから沼津市清水町

に入る。そこに「千貫樋」の説明板があった、これは天文２３年(1554)今川．

武田．北条の和睦成立時、北条から今川に引き出物として、小浜池から堤を

築き、駿河に水を引いた際のものという。今は鉄筋コンクリートに改修され

ている、でも橋から見ても樋のような物は見当たらなかった。散策マップに

出ている写真からすると川自体がそうかもしれないと思った。 

 

  
石造りの蔵となまこ壁の家          伏見一里塚跡 
  

東海道ルネッサンスの道標があり、しばらくして清水の郵便局前を通って行

くと石造りの土蔵? があって、しかもそれはなまこ壁の建物の「大野商店」

という米屋さんだった。石造りが珍しいと思ったが、白いなまこ壁の建物は

一段と美しかった。 そこから５分も歩くと左側に宝池寺があり、境内には

塚を復元した立派な一里塚がある、右側には玉井寺があり石碑が建っていた。

昭和６０年に復元された伏見一里塚で江戸から２９里の道標。 

  

源頼朝と義経対面の地 
  

 伏見一里塚から１５分も歩くと八幡神社がある、黄瀬川の東長沢村八幡宮

の地、ここは治承４年(1180)平家の軍勢が富士川まで押し寄せてきた時、鎌

倉にあった源頼朝はこの地に出陣した。そして、奥州から駆けつけた義経と

対面し、源氏再興の苦心を語り合い涙したという。この時兄弟が腰掛けた石

を「対面石」という。二人の胸中をはかり知ることはできないが、この対面

石に妻と二人で腰掛けてみた。でも、頼朝の腰掛けた方に妻が腰掛けたよう

で、ここでも時代の流れには逆らえなかったみたいだ。 
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ここ八幡神社で一つ気がついたことは、社に飾られた注連縄は綱引きの綱の

ように太さが同じ物だった。普通は太さが変化しているものだが、こんなの

は初めて見た。 

 

  
対面石に腰掛けた妻と私         注連縄は同じ太さだった 
  

 八幡神社から少し歩くと長沢の松並木が現われる、道の左側のみだがその

背後にはかなり大きな工場がある。その松並木が終わる所から左に道路があ

り、工場の入り口はそこにあった。おそらくこの工場は、松並木を残すため

に入り口をこの位置にしたのではと思われる配置だ。右側には智方神社があ

りイチョウの黄色がとても鮮やかだった、その眼と鼻の先は黄瀬川に架かる

黄瀬川橋がある。橋からは悠々と流れる川の背後に、住宅や色づいた山も広

がる美しい眺めが広がっている。 

  

沼津藩領の東西は黄瀬川村と下石田村 
  

 黄瀬川を渡ると木瀬川町に入る、普通は川の名前が町の名前になるのかと

思ったらここは違う文字が使われている。と言いながら歩いていると、潮音

寺に着いた。そこには亀鶴姫の碑があり、その説明板を見ると昔は「黄瀬川

村」だったことが書かれているので、後になって村の名前が「木瀬川」に変

ったことになる。何故、誰が変えようと発案したのだろう? そこにはきっと

何か理由があるはずだが、そのことには触れていなかった。亀鶴姫というの

は曽我兄弟の仇討ち物語に登場する黄瀬川の遊女、亀鶴が守り本尊としてい

た観音を祀ったのが「亀鶴観音寺」。しかし、明治１２年に廃寺となり観音

や碑は潮音寺に移されたという。 

 潮音寺のすぐ先に沼津藩領東傍示杭がある、安永 6年(1777)水野忠友は１

０代将軍徳川家治から沼津に二万石の領地を賜り築城を命ぜられます。そし

て、翌年韮山代官江川太郎左衛門から領地を引き継ぎ、沼津藩創立とともに

傍示杭を設置したものです。東は黄瀬川村の外れに、西は下石田村の外れに
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傍示杭を設置した。下石田の西境の杭は下半分が失われているが、高さ

2.12mの石杭が完全に残っている。 

 

  
亀鶴姫の碑                沼津藩領東傍示杭 

 

渡辺数馬は荒木又衛門の助太刀で仇討ちを........ 

  
 東傍示杭から１０分も歩くと右側に大きなスーパー「SEIYU」があり、今

まで歩いてきた沼津市大岡の歴史マップが設置されていた。その先から二俣

に分岐した左側の道を進む。この辺りは狩野川の流れに沿っているが、家並

みがあって川は見えない。狩野川は伊豆半島天城山系に源があり、太平洋側

で唯一北に向かって流れ、沼津で駿河湾に入る。江戸から昭和にかけて水運

が盛んだったが、今は上流でアユ釣りが盛んである。しばらく歩いて左手に

黒瀬橋を見ると、平作地蔵尊が現われる。そこには大きな説明板があり、「日

本三大仇討ちの一つ」という見出しがおどっている。見出しに引かれて見て

みるとこうだ....... 

 浄瑠璃「伊賀越道中双六」に出てくる、雲助の平作にゆかりの深い地蔵尊

とある。平作の娘の夫は渡辺数馬で、数馬の仇河合又五郎の居場所を知って

いる旅人十兵衛に、平作は自害してその居場所を聞き出す。数馬は義兄荒木

又衛門の助太刀で首尾よく仇討ちの本懐を遂げる、この平作の義侠心に人々

は心を打たれ、地蔵尊を建立した......とある。浄瑠璃は知らないがこの話

は聞いたことがある、でも仇討ちの裏話をはじめて知った。 

 地蔵尊から３分も歩くと江戸から３０里の沼津一里塚跡がある、小さな塚

が再現されている。その隣には「玉砥石」があり、説明板には今から１２０

０．１３００年前に玉類を磨くために用いられた砥石だという。柱状の大石

に直線的な溝があり、ここに玉の原石を入れて磨いたらしい。玉砥石は静岡

県では他に発見されておらず、貴重なものであることは確かで、県指定の考

古資料となっている。 
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平作地蔵尊                沼津一里塚跡と玉砥石 
  

春のような海を見ながら「千本松原」を歩く 
  

 三園橋を左に見て川廓通りを進むと、右手には沼津城本丸跡があり沼津市

の中心部に入っていく。すると日替わりランチの幟がある店の前に来た、「さ

え丸おじさんの店」でエビ、アジなどフライ三点盛り６８０円とある。時間

も 11.50"で丁度良いタイミングなのでここに決めた。フライはおいしかっ

たし、コーヒーもセルフで一杯無料だった。お腹も満たし休憩して 12.20"

店を出た。 

 店を出ると高田本陣跡の碑、三枚橋城外堀跡の碑があり御成橋で右に直角

に曲がりすぐに左へ直角に曲がる。昔の枡形がはっきり残っていて、原宿へ

向かうには直角に四回曲がる。しかし、四回目を曲がるとすぐに左に折れて

海岸へ向かう、せっかくここまで来たので千本松原を少し歩くことにした。

立派な造りの東方寺.乗運寺の前を通り進むと、松の木が茂り沼津公園、千

本道の案内が現われる。松林の中の道を５分も歩くと海岸に出る。 

コンクリートの堤防に上ると、穏やかな海と緑の松原の間を白い堤防がどこ

までも続きすばらしい眺めが続いている。あいにく雲は多くて富士山の勇姿

はないが、風もなくぽかぽか陽気はまるで春の海を感じさせる。団体のグル

ープも来ていたし、犬をつれて散歩する人もいる。堤防下の駐車ゾーンには

かなりの車が止まっており、中には温かい車内で弁当を食べている人もいる。

しかし、猫が１０匹ほどもいてホームレスのテントがあり、ちょっと複雑な

気持ちになった。２０分ほど海岸を歩き千本松原の景色を堪能して東海道に

戻った。 

 

無事 原駅に到着 
  

 沼津藩領西傍示杭から西へ、まかど町、すは町、松なが町と続く辺りでは

小さな祠と赤い鳥居があちこちに見られた。それが何なのかよく分からない、
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それに土地の区画が面白い。間口は狭くて奥にとても距離があるのだ、東海

道と浜辺の道との間およそ 100mほどが続きになっている。当然道から奥の

家は道沿いの家の横に、通り道である「かいど」が続いているのだ。所々に

道路と分かる道もあるが、ほとんどは道らしい道がなくて屋敷が続いている。

わが家と同じでかなり不便をしているのではと思う。  

 

   
千本松原                 なまこ壁の原駅 
  

そんな通りを進むと江戸から３１里、松永の一里塚跡の碑が民家の門柱とブ

ロック塀の間にぽつんと建っている。一里塚跡から１０分も歩くとここにも

石造りの蔵や、なまこ壁の蔵が見られ、東海道線の片浜駅前を通る。そして

三本松のバス停の先で、東海道線の踏み切りを渡る付近では家々の屋根の間

から、富士山が美しい姿を見せてくれた。富士山を見ると確かに心躍るもの

があるが、さすがにこの辺りまでくるとお疲れモードになってくる、腰を下

ろして休憩したいが適当な場所が見つからない。１０分程歩くとイチョウの

黄色が鮮やかな高木神社があったので、お参りして石段に腰を下ろして休憩

した。お茶とチョコをいただき１0分ほど休んで最後の目的地である原駅に

向かう。少し歩くと白隠禅師誕生地碑があった、これは「駿河には過ぎたる

物が二つあり、富士のお山に原の白隠」とうたわれた臨済宗の名僧白隠禅師

の碑。３３歳で松蔭寺の住職になり、全国に禅宗の教えを広めた。毛筆の書

画にも秀でておりダルマや観音菩薩絵はよく知られている。そのすぐ先に浅

間神社があり、近くに小さな原宿本陣跡の説明もあった。 

出発して 5時間 5分後の 14.50分なまこ壁のある原駅に到着した、歩数は

24.200歩だった。このあと 15.04"の電車に乗り、静岡で新幹線に乗り換え

て東浦へ 17.58"帰った。 

  
 


