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2010.3.30～31 

小田原宿～平塚宿(茅ヶ崎)27km を歩く 
 

久しぶりに東海道を歩いた。青春１８切符の使える期間とお天気をにらみ、

且つふるさとガイドなどの日程から 3 月 29 日にホテルを確保して、急きょ

３月３０日～３１日を決めた。 

鈍行の利用できるのも最後か!! 

 いつも乗る東浦駅を 6.33”の電車は、今回のダイヤ改正で 6.27”と少し

だけ早くなった。つい最近武豊線を電化するという記事が新聞に載ったが、

理由がふるっていた。いわく管轄内の車両整備計画の一環として、武豊線の

車両を他の路線に転用するので、武豊線は電化するというのだ。これまで複

線電化が叫ばれてきたが、複線にしなければお客が裁けないわけでもなし、

その必要性はなかった。そんなことよりも、時間当たりの列車本数を今の 2

本から 4本にすることの方がどんなにありがたいことか。対岸の名鉄三河線

は人口の少ない高浜市と碧南市を結んでいるが、時間当たり 4本の電車が走

っている。高浜市よりも東浦の方がはるかに人口は多いが、JRは本数を増や

してはくれない。もっとも沿線市町も「複線電化」を目指すのはよいが、も

っと素直に住民にとって最も良い方法は何かを考えて、JRに働きかけなくて

はいけないのに現実をよく見ていないとしか思えない。今回の JR の経営方

針から電化が実現するのは悪くないが、JRに沿線住民が一番望むのは、時間

を気にしなくても電車に乗れるダイヤの実現に他ならない。エコ社会実現の

ためにも車だけに偏らず、鉄道の有効利用こそ求められていると思う。朝が

早いので少しだけひんやりする、そのため服装はいつもどうりだが首筋にス

カーフをまいてきたが、小田原まで 5時間の電車旅であり、歩き出す時には

とっくに暖かくなっているだろう。今回は 11.30”頃に小田原に到着するが、

これから先はスタート地点が茅ヶ崎、神奈川新町の予定であり午前中の到着

のためには鈍行では無理というもの。新幹線を使わないといけなくなるので

大変だ。青春１８切符だと１１５００円だが、新幹線利用は４００００円程

になるだろう。１泊５０００円として合計５００００円、ならば２泊３日の

スケジュールも考慮するなどの検討が必要になってくるが……… 
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いつ見ても美しい富士山 

 

 豊橋を過ぎて浜松で熱海行に乗り換える、掛川、島田、藤枝、静岡と静岡

県の大きな都市を結ぶだけあって車内は常にかなりの混雑具合である。掛川

あたりまで来た頃だろうか、山並みのあちこちに白い部分が見える。二日ほ

ど前の寒波で雪が降っていたが、この辺りも雪が降ったようだ。そして、安

倍川の鉄橋を渡るときの富士山は頂が真っ白でとても美しかった。やはり富

士山には真っ白な雪がよく似合う、裾野までくっきりとその姿を見せてくれ

た。このようにくっきりと富士山が眺められると、何か得をしたような気分

になるから不思議だ。富士山の持つ不思議な魅力とでもいうのかな!!静岡を

過ぎて草薙駅に停車すると、小さなリュックを背負ったハイキング姿のおば

ちゃんたちが大勢降りた。ここからだと日本平を歩くのだろうか?そんなこ

とを友と話し合いながら、また時には席を立ち足を伸ばしたり、屈伸をしな

がら足腰を動かすこともした。何せ同じ姿勢を長く保つことが、血流が悪く

なる一番の原因になるのだ。坐骨神経痛になってからは電車の旅はよいが、

立って体を動かすことのできないバスでの長距離移動は困難になった。 

富士、沼津、三島と過ぎて丹那トンネルをくぐると熱海に到着する、ここで

東京行きに乗り換えるが何と１５両編成だ。JR東海から JR東の管轄に入り、

車両もオレンジの帯は小さくなりグリーンの太い帯が入る。そして、首都圏

を走るだけあって２階建てのグリーン車２両を連結している。ここから２２ 

 

  

前回にはなかった小田原城の門      国道１号に建つ東海道の宿場案内 
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分で小田原駅に到着するが、熱海、湯河原などの観光地を控えているために、

列車ダイヤは朝夕よりも昼の 10.00”～16.00”が多い。それも１時間当たり

１０本走っているから驚きだ。 

 

桜の小田原城を見てスタート 

  

 11.36”小田原駅に到着、すぐに駅前のさくら水産でランチにする。前回小

田原に来た時見つけたお値打ちな店だ、今日のメニューはイワシの塩焼きと

ホルモン焼きで、友以外はイワシの塩焼きにした。普段イワシは塩焼きで食

べることはなく、丸々太った大きなイワシはことのほか旨かった。サービス

の生卵で卵ご飯にしてみそ汁に漬物、ふりかけ、海苔とあり、これで 500円

は言うことなし。腹ごしらえをしてまずは小田原城をめざしてスタートする、

通りは人があふれ大都市であることがわかる。小田原城のお堀まで来ると桜

が満開で、ここも大勢の人でにぎわっている。何かの因縁か前回来た時も桜

が咲いている時だったが、隅櫓や門などが整備されていた。お城を通り過ぎ

て国道 1号に出る、ここからが東海道のスタートで、この辺りが江戸から 85km

のポイント、すぐに明治天皇が宿泊された本町行在所の石碑がある。その先

本町交差点を過ぎた地点にも宮の前行在所の石碑がある。明治天皇が行きと

帰りで別の家に宿をとったのだ。本町交差点で国道 1号は左へ曲がるが旧東

海道はまっすぐ進む、この通りは小田原名物蒲鉾の、それも立派なお店が並

んでいるのが目につくのと祭り用品の専門店もある。 

 

  
蒲鉾の店                江戸口見附跡 
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この辺りは宿場のあった所なので狭い間口の区割りがはっきりしている、そ

んな一角にとても幅の狭いトロッコの線路が残っていた。大通りから魚や資

材などを店の奥に運搬するために使われたものだろう。しばらく進むと道は

左へ直角に曲がり新宿交差点で国道 1号に出て右折する、ここから少し国道

1号を歩くと小田原宿の東の入口である「江戸口見附.一里塚跡」で説明板が

設置されている。 

 

新田義貞の首塚 

 

 出発して 2.5km ほどの地点に「新田義貞」の首塚がある、地図を見ながら

入口を探すが見当たらない。明らかに行き過ぎて左に曲がる所に案内が見つ

かった。街道沿いではなく少し奥にあるため、ぐるりと回らないと道がなか

った。街道の裏手に回り少し戻った所にそれはあった、入り口に説明板があ

ってその奥に 6畳程の区画に碑と小さな墓石があった。 

 

  
新田義貞の首塚 

 

新田義貞は越前藤島で討ち死にし、家臣の宇都宮泰藤が故郷に葬ろうと義貞

の首を持ち帰ったが、ここで病のため没した。その際義貞の首も一緒に埋葬

されたといわれています。新田義貞は鎌倉時代の御家人、南北朝時代の武将

で正式な名前は源義貞。足利尊氏と同じ源氏からでた武家の名門だった、し

かし、北条氏のもとでは足利氏よりも冷遇され源氏再興のため足利尊氏と共

に闘い鎌倉幕府を倒しながらも、尊氏と対立する。1336年一度は尊氏を破る
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が兵庫の戦いで敗れ越前へ逃れる、そして 1338 年の越前藤島の戦いで討ち

死にした。義貞のお墓は越前称念寺に祀られていたが後に上州大田(群馬)金

龍寺に遺骨を持ち帰ったという。尊氏より知将に優れた人物だったといわれ、

まじめすぎる性格が災いしたか運に恵まれることなく、ヒーローになりそこ

ねた知将だったといわれる。そんな彼に手を合わせてお参りをした。 

 

湘南の海が見える道 

 

 13.00”に首塚を出ると旧東海道は国道 1 号を横切り、トヨタカローラ店

の裏を通って酒匂(さかわ)川の堤防に向かう。ところが堤防に出ると酒匂橋

につながる道路はなくて、結局来た道を戻り国道 1号に出て酒匂橋を渡った。

散策マップでは酒匂橋に８２ｋｍのマークがあり３km歩いたことになる、し

かし、国道１号の距離ポストとは５００m程ずれているようだ。 

 

  

珍しいラーメン屋の看板          小田原市役所の酒匂支所 

 

橋を渡り１０分程歩くと潘龍聖人の筆による石碑が立つ法船寺の前を通り

さらに１０分もいくと、赤い下地の天幕に今時は珍しい「支那そば」の白い

文字が浮き上がったラーメン屋「池龍」がある。支那という言葉自体がつか

われなくなって久しく、とても珍しい。その先に松並木が現れた、ちょうど

歩道橋があって昔と今の姿を見るようだ。でもそんなに続いてはおらず、次

にはとても大きな楠が現れた。背後には大正時代を思わせる二階建ての洋館

が見える、小田原市役所の酒匂支所だった。それから少しで 14.00”に江戸
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から１９番目の小八幡一里塚跡に到着した。説明板があるのみで少し寂しい

が、ないよりましということかな。ここまで湘南を歩いてきたが喫茶店はな

かった、愛知ならすぐ見つかるのに、今日はまだ一度もコーヒーを飲んでい

ないので喫茶店を探しながら歩いた。でも見当たらずケンタッキーがあった、

ここではコーヒーはないだろうとのぞいてみる。私は分からなかったが友が

「あるよ」と声をあげた、それなら入ろうと店に入ると狭いスペースに丸テ

ーブルが一つとイスが四つあった。コーヒーくださいと言うと、かわいい娘

さんが「今から入れますので少し時間がかかります」という。かまいません

とイスに腰をかけて、友はホット他の３人はアイスコーヒーを頼んだ。良い

お天気でのども渇いており、アイスがほしい季節になった。すぐにコーヒー

は出され、味もまずまずでホット一息つくことができた。それに値段は２０

０円とお値打ちだった、これなら今後はケンタッキーのコーヒーを利用して

もよい。でも難点は落ち着いて飲める雰囲気かどうかによる、ここもちょっ

と狭いのだ。しかし、他の客が２階から降りてきたので、ここは２階に食べ

る部屋があるようだった。 

ケンタッキーを出て少し行くと道端に箱や台を並べて、おばちゃんがいろ

いろな種類のミカンを売っていた。甘夏、伊予かん、タンカン、ネーブル、

ポンカンそれに清美だったかな? この地方のみかんも並んでいた。ホテル

で食べてもよいので、ネーブルを４個袋に入れて「おばちゃん、これちょう

だい」と差し出すと、そことばかり最新式の計量ばかりを指差した。言われ

るようにはかりに乗せると、１１０円と返事が返ってきた。その先には果物

屋がありネーブルなども並んでいたが、値段はよくわからなかった。お値打

ちな買い物だったことにしておこう。 

 

分からなかった間の宿の本陣 

 

その先親木橋を渡ると「岡入口」という交差点を通る。この時は気にもし

なかったが、ここからとてもゆっくりと徐々に上り坂が続いていた。直に海

抜 5.9m の丸い表示板が現れた、小田原市のライオンズクラブの名前が入っ

た看板が所々に掲げられており、17mが最高地点の丘だった。そして JR国府

津駅前を通る、この国府津駅は丹那トンネルができるまで東海道線は今の御
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殿場線回りであり、すべての列車が停車した駅だ。ここを過ぎてからゆっく

り下り坂になると湘南の海が見えてきた、海岸に沿って国道１号と西湘バイ

パスが並行しているが、いずれも海から 100m も離れていないのだ。相模湾

の右手には伊豆半島が横たわり、大室山の特徴ある姿をはっきりと見ること

ができた。お天気は快晴、桜はあちこちで咲き誇り春の海を眺めつつのウオ

ーキングはいうことなし!! 

 岡入口から３０分ほどで東前川の交差点を過ぎると、車坂碑があった。説

明板の写真を撮ってきたのだが反射していて文字が読めない。十六夜日記に

出てくる詩を、ここで誰かが詠んだものらしいのだが...肝心なことが分か

らない。ここから１５分で中村川の押切橋を渡ると、東海道は国道１号から

右へ分かれ押切坂になる。その坂を登りきると再び国道１号と合流するのだ

が、途中に大磯宿と小田原宿との間の宿にある「松屋本陣跡」をめざす。 

 

  

海抜 17mを示す               二宮の一里塚跡 

 

出だしからかなり急な坂で、最初は上りがかなりきつかった。ここらあたり

だろうと目星をつけていくと旧式のポンプをのせた井戸があったが、それら

しいものは何もなかった。その先国道１号と合流する手前に江戸より１８里

の一里塚跡がある、石碑と立派な石造りの説明板があった。時間的には１９

番目の小八幡一里塚跡からコーヒータイムも含め１時間３０分で４km を歩

いてきたことになる。本陣跡も見つからず余計に疲れを感じたので、道端の

ブロックに腰掛けて休憩にした。友の細君より娘が作ったというお菓子をい

ただく、シフォンケーキの失敗作と言っていたが味は gooだった。おいしい
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お菓子もあってお茶も旨かったこと。休憩中に犬を連れたおじさんが通りか

かったので松屋本陣跡の場所を聞いてみると、今は何もないが旧式のポンプ

をのせた井戸のある場所が本陣跡だと分かった。今日の目標である二宮駅ま

で 1.5kmほどになった、歩き出して間もなく山西の交差点で東海道は国道１

号から左へ分岐する。そこに小さな道祖神が 2体と石碑が二つあったが、何

の碑か確認もしなかった。少しお疲れになったのかな、ここから２０分程で

二宮駅に到着した。駅前のロータリーには「ガラスのうさぎ像」が建ってい

る、これはガラスのうさぎを抱いて静かにたたずむ乙女の像です。第二次世

界大戦中、二宮の空襲で父を失った体験を綴った、高木敏子さんの小説「ガ

ラスのうさぎ」にちなんで建てられました。町民の平和への願いも込められ

たものです、ここまで小田原駅から１７０５６歩でした。すぐに 16.25”の

品川行きの電車に乗り平塚駅前のグランドホテル神奈中.平塚に 16.45"到着、

７５１号室に落ち着いた。 

 

二宮駅前の「ガラスのうさぎ像」 

二日目 

今日は二宮駅まで戻り、大磯宿、平塚宿を通り茅ヶ崎駅まで 15km歩く。 

 

袖ヶ浦と衣が浦の違いは? 

 

 駅前のホテルを 7.00”頃に出て 7.10"の熱海行に乗る、１0 両連結の列車

でも満員に近い人が乗っている。名古屋近辺では６両か８両連結であり、こ

こでも首都圏との違いの大きさを感じる。二宮駅に着き 7.25”駅前から目と
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鼻の先の国道１号に出る、ここから平塚宿まではほんの一部を除き、東海道

は国道１号を歩くことになる。トラックの行きかう朝の国道１号を歩くも見

るべきものは何もない、JRを超えて反対側には徳富蘇峰記念館がある。しか

し見学はできないそうで、初めて見るべきものと言えば六所神社の赤い鳥居

が現れる。この神社は街道から離れた山の手にあるので参拝はしなかったが、

養老２年(718 年)現在地にあったと伝えられ、相模の国の一の宮から四の宮、

平塚八幡宮の五社の分霊と为祭神を祀っています。またこの辺りの海岸は東

海道から少し離れているが「袖ヶ浦海岸」と言い、ヤマトタケルが東征の途

中、走水の浦で行く手を阻まれ、妃のオトタチバナノヒメが嵐を静めるため

に入水して嵐を静めたという。そのさい着ていた袖が流れ着いたといわれる

ことからこの名があります。かたや衣浦湾の奥、東浦の海はオトタチバナノ

ヒメの衣が流れ着いたので「衣が浦」と呼ばれるようになった。どちらがど

うとは言えないが、神話に基づくお話は日本のあちこちにあるようだがよく

分からない。 

 

旧吉田茂邸は見学できず 

 

３０分も歩き国府新宿の交差点を過ぎると、江戸から１７番目大磯の一里

塚跡がある。緑地帯の中に碑と説明板が建てられており、それによると実際

は国府本郷村にあったというがその規模は不明だという。 

 

  
大磯の一里塚跡                         初代総理大臣伊藤博文の旧邸 
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そして、ここから１０分ほど歩くと珍しい形の橋があった、神奈川の橋 100

選に選ばれた「本郷橋」で、橋頭というのか端の飾りがまるで砲弾の形をし

ている。四つの砲弾が明りを囲んでいるデザインになっている、珍しいのは

それだけで他は普通のデザインになっている。ここから少し先で国道１号に

合流するが、左手は小高い丘になっていて大磯町郷土資料館があって、その

すぐ先に城山公園前の交差点が見えてくる。そこはこんもりした雑木林があ

り、その背後に吉田茂邸がある。見学しようと交差点を渡り路地を入ってい

くが、左手は新しい住宅が建ち並び右手は竹や雑木が生い茂っていて、道は

なかった。散策マップではよく分からなかったが、国道をかなり戻った所の

小道を入り海岸まで行く 2.5kmの周遊コースになっていた。ここの海岸は明

治１８年、陸軍軍医総監の松木順が照ケ崎海岸に開設した大磯海水浴場が、

日本の海水浴場の始まりといわれている。当時は病気治療や健康増進が目的

でしたが、近年はレジャースポットとして賑わっています。これだけの距離

だと時間を要するため見学はあきらめて先へ進むことにした、そこから 20

分弱で滄浪(そうろう)閣がある。時間は 7.40”で今はホール.中華料理店と

して親しまれているが、元は初代総理大臣伊藤博文の旧邸でした。車寄せが

大きくせり出して、シースルーのエレベーターが玄関横にある二階建ての洋

館だ。その前から松並木が続いて、パンジーやビオラそれに水仙がたくさん

植えられてきれいに整備された道路がすばらしい。 

 

「湘南」の言葉の始まり 

 

 松並木道には東海道の松並木の由来を書いた説明板があり、その先には松

並木の絵とともに「上方見附」の説明板が建てられていた。松並木を一部カ

ットして石組みの見附のそばに傍示杭が描かれているが、その絵は今の松並

木そっくりだった。そこから５分も行くと道沿いに「鴫立庵」(しぎたつあ

ん)がある、寛文 4 年(1664)小田原の崇雪が草庵を結んだのが始まりで、日

本三大俳諧道場(他は京都の落柿舎、近江の無名庵)の一つといわれています。

室町時代に西行法師が「心なき身にも哀れは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮

れ」で知られた鴫立沢を詠んだ地という。湘南は崇雪が草庵を結んだ時に鴫

立沢の標石を建て、景勝をたたえて「湘南清絶地」と刻んだのがはじめで、



４１ 

 

中国湖南省の洞庭湖の南側を湘南と言い、大磯がこの地に似ていることから

「湘南」と呼ばれるようになったという、つまり「湘南」の発祥の地といわ

れている。純和風の建物は基本部分が江戸時代のもので、他はそれ以降の建

築ということが分かったという。鴫が飛び立ったという沢の淵に茅葺屋根の

建物と、石も置かれた庭には西行や芭蕉をはじめ多くの歌碑や句碑が建立さ

れている。さらに名も知らない人の詩や句が刻まれた石碑がたくさん置かれ

ていたが、それでは私もと一句ひねる気にはならなかった。もっともその才

能もないが……………. 

 

   

鴫立庵                                  新島襄の終焉の地の碑 

 

新島襄終焉の地 

 鴫立庵から２分も歩くと東海道は国道１号を離れて直角に左に曲がってす

ぐに国道に合流する、この間 100m もないが曲がる角には、とんがり屋根の

大磯教会があった。そして、合流地点に「南組問屋場跡」の説明板が今どき

珍しい公衆電話ボックスの前に立っており、その背後が植木もある小公園み

たいに整備されていた。そこに新島襄の終焉の地の説明板と碑がある、彼は

明治の先駆的教育者として知られる。しかし、彼は憂国の情おさえがたく１

８６４年(元治元年)欧米先進国の新知識を求めて函館から脱国してアメリ

カへ渡る。苦学１０年、キリスト教为義教育による人民の教育という決意を

抱いて１８７４年(明治７年)帰国する。１８７５年(明治８年)京都に同志社

英学校を設立する、その後同志社大学設立を目指して東奔西走し１８９０年

(明治２３年)１月２３日、療養先のここ大磯の百足屋旅館で志半ばにして４
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７歳の生涯をとじた。今の時代とは背景がまるで違うが、法を犯してでも外

国へ行き新知識を学ぶという心意気は凡人には出来ぬこと。すばらしい先人

たちがいて、今があることを思い知らされた………..。 

 

国道を離れると松並木に「化粧坂の一里塚」 

 

 そこから少し先に大磯宿の尾上本陣跡と小島本陣跡が続いてある、建物前

に石碑があったので見ると「大磯小学校発祥の地」と刻まれていた。違うの

かとその横面を見たら、「尾上本陣跡」とも刻まれていた。一つで二つの名

前を刻むとは何と効率的なことよ、そのすぐ先ブロック塀の前に小島本陣跡

の石碑があった。大磯宿には三つの本陣があった、そして、すぐ近くに本陣

と北組問屋場跡の説明板も立っていた。そこから大磯駅前の交差点を過ぎて、

二つ目の三沢橋東の交差点から国道を離れて左へ分岐して行くと松並木が

続いている。わりと広い道でこれまでとはがらりと趣が変わり、松並木の下

に花壇も所々にあって都会と違い落ち着いた雰囲気がある。 

 

  
化粧坂(けわいざか)一里塚跡         「化粧井戸」の説明板 

 

それに、今は松の木より桜並木が美しい道だった。しかし、そんなすばらし

い景色なのにゴミ置き場がきちんとされておらず、せっかくの雰囲気をこわ

しているのは残念。まもなくすると江戸見附の看板がある、見附は宿場の入

口であり宿場のはずれなので範囲を意味するが、江戸側を「江戸見附」京側

を「上方見附」と呼ぶ。その江戸見附を過ぎると、東海道線を地下道でくぐ
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りさらに続く松並木の中に、大磯八景と一里塚の看板が現れた。大磯八景は

五代町長の宮代健吉が明治４０年頃に、大磯の名所八景を選んで絵ハガキを

出したのが始まりという。 

一里塚は「化粧坂(けわいざか)一里塚」で榎が植えられていた、でもこの辺

りの松並木は小さな松の木は少しあるものの、榎や雑木のグリーンベルトに

変わっていた。そこから少しの所に「化粧井戸」の説明板と井戸があった。

それによると鎌倉時代の大磯の街の中心は化粧坂付近で、曽我十郎と死に別

れた虎御前もこの近くに住み、朝な夕なにこの井戸を使って化粧をしたので

この名がついたと言われているという。 

 

平塚のシンボル「高麗山」 

化粧井戸から５分程の所に熊野権現と虚空蔵を祀ったお堂がある、説明板

もありここに大磯宿との境を示す傍示杭も立っていたとある。 

説明板はちらりと見ただけなので写真を撮ってきたものの、これも文字のす

べては判読困難なのだが、どうやら東照権現も祀られていたらしくて大名行

列もここで下馬し、最敬礼して通ったようだ。そして、化粧坂を下りきると

国道１号に合流する。その道を少し進むと古民家風の白い漆喰仕上げのギャ

ラリーらしき家があり、枕木で作った小さな花壇が配置され、隣には名前は

知らないが、優しい感じの花のついた植木がとてもマッチしていて思わずシ

ャッターを押した。そこから一つ交差点を超すと金目川にかかる花水橋で、

ビルの建ち並ぶ平塚の街が見えてくる。 

 

  

現在の高麗山              ５３次に描かれた高麗山 
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橋を渡ると交差点の一角が、平成の一里塚と題して松の木が植えられベンチ

も置いて小公園になっている。説明板には東海道の新しい道しるべとして、

また歩行者の休憩場所として整備されたとある。その場所から振り返ると、

広重の５３次に描かれた高麗山のこんもりとした丸い姿がやさしい。高麗の

貴族が移り住んだとも、曽我十郎と死に別れた虎御前が庵を結んだとも伝え

られる伝説の山である。 

交差点を過ぎて相模貨物駅を右手に見ながら歩くと、二股に分かれる大きな

交差点の所に平塚宿の碑がある。でも反対側で交通量も多く２回も信号を渡

らなくてはいけない、カメラをズームアップして写真だけ撮りすぐ近くにあ

る広重の絵を見ることにした。でも信号のすぐ近くで右折する手前にあるは

ずなのに見つからなかった。やむを得ず国道を離れて宿場への道に入る、じ

きに広重の高麗山をシャッターに描いたナマコ壁風の消防団詰所があり、西

組問屋場跡の説明板も立っていた。特徴ある建物も広重の絵もひときわ目を

引き、消防団の詰所としてはうってつけといえる。 

 

平塚駅前でコーヒータイム 

 

 西組問屋場跡を過ぎると神奈川銀行の前に本陣跡に始まり、東組問屋場跡、

高札場跡、脇本陣跡が連なっている。すると道路のコンクリートのつなぎ目

から土筆が出ているのを見つけた、いわゆるど根性土筆というのだろうが、

すごい生命力に驚き以外の何物でもない。 

 

  
江戸見附の跡               脇本陣跡 
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そこから 5分程行くと石垣を積んだ構造物である江戸見附の跡があり、見附

についての説明と平塚宿の絵地図がありました。見附は 1.6m×3.6m の台形

で高さは 1.6m くらい、道の両側にあり対角に少しずれた配置になっていま

した。見附というのは本来城下に入る門のことをいい、城下に入る人々の監

視をする見張り場の役目をもっていました。宿見附についても同じように宿

場の出入口を意味するだけでなく、宿場を守る防御施設としての役割を担っ

ていたようです。すでに約 3時間歩いてきたのでぼつぼつコーヒータイムに

しようと、喫茶店を探しながら行くが街の繁華街でありながら飲食店がさっ

ぱり見当たらない。平塚の駅前ならあるだろうと、一旦東海道から外れて駅

前へ出てみる。時間は 10.40”だったが、飲食店は 11.00”開店の店が多く

なかなか見つからない。結局喫茶店はなくてマクドナルドへ入った、ここも

店内は狭くて落ち着ける雰囲気ではない。妻はアイスコーヒーで私はアイス

クリームに小豆の入ったものにした。冷たくて甘くておいしかった、それに

しては朝の開店時間が昼になっているのは解せない。東浦の喫茶店など朝は

6.30”から営業して、モーニングの内容で競い合っているのに、大都市と田

舎はなぜこんなに違うのだろう? ゆっくり休憩し 11.00”にスタートした。 

 

平塚宿を離れ相模川を渡る 

 

 平塚は北条氏が城郭を築いたところから発展した町で、相模川を利用した

物資の集散地や、東海道はもちろん中原往還(江戸への抜け道として徳川家

康もよく利用した)、八王子街道が通る交通の要所として栄えた。最盛期に

２０００人の人口と７５軒の旅籠屋を抱えた宿だった。１５分も歩くと馬入

一里塚跡の立派な碑が説明板とともにあった、立派なというのは珍しく自然

石に名が刻まれていたのだ。そのすぐ先で相模川を渡るのだが馬入橋のたも

とに何か碑があり説明板もある、マップには載っていないので近寄って確認

する。それは「陸軍架橋記念碑」としてあり、それによると１９２３年(大

正 1２年)９月 1日の関東大震災によって橋が倒壊し交通が途絶しました。９

月１７日陸軍第１５師団(豊橋)工兵隊と第１６師団(京都)工兵隊が派遣さ

れて架橋工事が開始されました。そして４５０m の橋が１０月３日に完成し

たとあります。もちろん当時は木造橋で丸太を組んでいる写真がありました、
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今はコンクリートになった橋を渡ると河川敷には黄色いからしなの花がと

てもきれいで、かなたにはスポーツ施設らしいドームの見える景色が広がっ

ていました。 

 

  
相模川の河川敷              旧相模川橋脚の碑  

 

その時鉄橋を渡る東海道線の下り列車が見えました、その長い編成から皆が

いわずもがな何両編成なのか数えていました。友の細君が「１６両」と声を

上げる、いや「１５両」と私、１６両編成は新幹線くらいのもの、さてどの

ようにしたら検証できるのか?  すると馬入橋を渡りきるまでの短時間に再

度下り列車がやってきた、今度は慎重にカウントする。そして同時に「１５

両」と声を上げる、めでたしめでたし、首都圏だけにグリーン車２両を含む

15両編成で運転されている。 

 

源頼朝と旧相模川橋脚 

 

 相模川を渡ると茅ヶ崎市に入り２０分も歩くと小出川にぶつかる、川に並

行して高速道路が高架で走っている。新湘南バイパスで川の堤防の所が交差

点で茅ヶ崎西インターになっていた。回りには高層のマンションが立ち並び、

これまでとは打って変わった風景に変わる。こういうのを都会らしいという

のかもしれぬが、私は好きになれない、やはり緑があってこそ自然の美しさ

があると思っている。信号を待って橋を渡ると、桜がきれいに咲きほこり隣

に「旧相模川橋脚」の柱を模したモニュメントが建っている。何かと言うと
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関東大震災の置き土産として、下町屋の田圃の中から９本の木杭が頭をだし

たもので、調べたところ鎌倉時代の初頭にかけられた橋の橋脚であることが

判明した。鎌倉幕府の公式記録と言うべき「吾妻鑑」には、この橋の橋供養

(開通式)に臨んだ源頼朝が落馬したことを伝えています。後世、源義経らの

亡霊があらわれて頼朝が落馬したという伝説が生まれました。自然の営みは

８００年の時間の推移の中で、相模川の流れを現在の地点まで移動させまし

た。そこから５分も歩くと珍しく工場があった、ここまで製造業の会社らし

い建物は見なかった。前まで行くと「MEIJI」の大きな看板がある工場だっ

た、キャラメルでも作っているのかな。 

 

  
鶴嶺八幡宮の赤い鳥居           南湖(なんご)の左富士の碑 

 

さらに５分も行くと赤い大きな鳥居があって、目と鼻の先が交差点になって

いた。１kmほど先にある鶴嶺八幡宮の赤い鳥居で、その先には一直線に延び

た参道に松並木が続いているのが見える。信号を渡ると干ノ川に架かる鳥井

戸橋でここにも左富士があった、「南湖(なんご)の左富士」で広重の東海道

５３次にも描かれている。江戸から京へ行く途中の富士は街道の右側に見え

るのだが、ここは珍しく左に見えるというものだ。静岡の吉原にも左富士が

あったが、いずれも今の景色は「すばらしい」という程のものではない。そ

の富士山は雲空にぼんやりとしか見えなかった、時間はちょうど 12.00”で

ここから３０分で茅ヶ崎駅前に到着した。今日の歩数は 21,500 歩、二日間

で 27kmを歩き江戸日本橋まで 59kmに迫り、いよいよゴールが目前に迫って

きた。 
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砲弾のデザインの「本郷橋」 

 

新島襄の碑 

 

相模川の「陸軍架橋記念」の説明板 


