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ふらっと旧中山道                    2012.10.25 

鳥居本宿～高宮宿～豊郷 12km を歩く 

  

 暑さも和らいだ１０月２５日、いつもの４人で鳥居本宿から高宮宿さらに豊郷までの

約１２km を歩きました。前回は６月初めに歩いたので約 5 カ月ぶりの街道ウオーキン

グです。 

 

｢のぼうの城｣とは….. 

 

 朝、家を出て駅に向かう途中きんもくせいの香が漂っていました。東浦を６:５２の電

車に乗り、米原で近江鉄道に乗り換える。9:00 発の電車は車体前面に映画｢のぼうの城｣

のヘッドマークをつけ、車体横には｢２０１２年超大作｣の文字が踊り一面は宣伝が描か

れていた。この絵が話題になったが、これは印刷したものを貼りつけており、よく見て

みると端でその厚みがわかる。それより、｢のぼうの城｣の意味が分からなかった。乗客

は我々４人のほかに１人のおじいちゃんが孫を連れて乗っているのみ。２両編成の電車

がちょっと寂しい、鳥居本駅に降りてみるとここにも｢のぼうの城｣のビラがたくさん貼

られている。この時はまだ分からなかったが、後にパンフレットが手に入りようやく分

かった。｢のぼう｣は｢でくのぼう｣からとった言葉だった。天下統一目前の豊臣秀吉は唯

一残された敵、北条勢を圧倒的軍勢で攻めようとしていた。 

周囲を湖で囲まれた浮城の異名を持ち、

人々が平穏に暮らす｢忍城(おしじょう：現

行田市)｣もその一つ。農民から｢のぼう様

(でくのぼう)｣と呼ばれる成田長親が城を

治めていた。迫りくる石田三成 20.000 の

大軍に｢北条にも豊臣にもつかず、これま

でのように暮せないかなー｣と成田長親は

のんきなことを言って、皆を唖然とさせた。

やむなく降伏することを覚悟した忍城軍。 

 しかし、多勢に無勢と三成軍のなめきった態度に、長親が思いもよらぬ言葉を口にす

る。｢戦いまする｣そして、誰の目にも絶対不利な 500 人の軍勢対 20.000 人の大軍の戦
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いの火ぶたが切って落とされた……….!と、こんな説明が載っている。この史実を知ら

なかったので、ビラの中身にとても惹かれた。そこにはさらにこんな活字が躍っていた、

｢この城、敵に回したが間違いか｣天下統一目前の秀吉が唯一、落とせなかった城があっ

た。天才か?ただのでくのぼうか?、この男の奇策とんでもない.......とこんな具合に。映

画でなくともおもしろそうで、これは一度歴史を調べてみなくてはと思った次第。 

 

藤原定家と縁がある 

 

 近江鉄道は 1896(明治 29)年に彦根～貴生川、その後昭和６年に彦根～米原が開通し、

その時に鳥居本駅も建設された。平成８年にはこの駅で１８４時間に及ぶ世界最長コン

サートが開かれギネスブックに登録されたと言います。 

無人の鳥居本駅を９時 15 分にスタートしてすぐ先の中山道に入る、先回見落とした

がその手前に｢ゆかり歴史看板 鳥居本｣と記された案内板がある。｢藤原定家を支えた

里｣として、ここ鳥居本と小野周辺は｢吉富荘｣という荘園で、領主は藤原定家一族でし

た。定家が｢新古今和歌集｣｢百人一首｣を編めたのも、｢源氏物語｣を写本して現代に伝え

たのも、鳥居本や小野の人たちが定家を支えたからです…とある。こうしたことは、そ

の地を訪れて初めてわかることのようだ。 

右折して中山道に入ると脇本陣跡の看板がある、ここ鳥居本宿の本陣は寺村家、脇本

陣は２軒あったが、１軒は早くに消滅しており残る高橋家は人場継立を行う問屋場を兼

ねていた。人場継立は当時の輸送システムで、中山道では宿ごとに５０人の人足と５０

匹の馬を常備するように定められていました。建物はなく案内板があるのみですが、こ

こが宿場であった証です。 

 

鳥居本の名物は｢三赤｣ 

 

そのすぐ先に今度は白い漆喰仕上げで、屋根に何やら看板と思われるものが乗る立派

な家が現れる。合羽（かっぱ）所｢松屋｣の説明板があり、江戸時代より旅人の雨具とし

て重宝された合羽の製造販売をしていた｢松屋松本宇之輔｣店とある。製造は１９７０

（昭和 45）年に終焉し、今では合羽の看板のみが産地の歴史を伝えています。そこか

ら２分も行くと｢鳥居本宿交流館さんあか｣と看板のついた建物があったので入ってみ

ると….意外なことを発見しました。それは、鳥居本宿は慶長７年(1602)7 月幕府の命に

よって、小野村が伝馬継所となりました。が、翌年鳥居本に宿が移され小野で代々本陣
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を務めていた寺村家が、鳥居本宿の本陣を務めました。この後になって高宮や鳥居本に

宿場が設置されましたが、鳥居本の宿場名物の｢赤玉神教丸｣｢鳥居本合羽｣｢鳥居本スイ

カ｣はいずれも赤かったので、｢鳥居本の三赤｣と呼ばれました…..と説明されていた。私

の地元である「生路の三白｣と同じようなネーミングであり、驚いたのと、また嬉しく

もありました。 

 

  

合羽所｢松屋                   鳥居本の｢三赤｣のパンフレット 

 

赤玉神教丸は今ならさしずめ正露丸と言ったところであろうか、名前のように赤い玉

の薬のこと。次の鳥居本合羽は、享保５年(1520)馬場与五郎の創業と伝えられている。

菜種油を使用していた合羽製造に柿渋を加えて用いました。柿渋は保温性と防湿性に富

み、雨の多い木曽路へ向かう旅人はこぞって鳥居本の合羽を求めたといいます。鳥居本

の合羽が赤いのは柿渋を塗る時にベンガラ(弁柄)をいれたからという。鳥居本スイカは

湖北～湖東地域で人気が高かったという、スイカをそのまま食べるだけでなく、加工し

て西瓜糖が製造販売されていた。今でも熊本地方では西瓜糖が製造され、健康食品とし

て流通しているとか。 

 このような立派な施設があるのはさすがである、彦根市には中山道の宿場はいくつか

あるのに。その地の歴史・文化を伝えるための施策がしっかりしていることは、とても

うらやましいことで、東浦も市ではなく町ではあるが特徴ある施策を展開してほしいも

のです。 

 

名神高速と新幹線の間をぬける中山道 

 

 交流館を出ると白い漆喰と、格子には赤いベンガラ仕上げの家がそこここに点在し、
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昔の宿場をほうふつとさせる雰囲気がある。その先に、聖徳太子開祖の石碑が立つ専宗

寺が現れる。浄土真宗本願寺派の古寺で、太鼓門の天井は佐和山城の遺構と伝えられて

いるとか。門と本殿には桐の紋章が描かれた幕があり、寺の寺格を高めているかのよう

に見えるが、その意味は分からない。その先にも漆喰仕上げの家があり、５分程行くと 

右に分岐する道がある。道標が立ちそれには｢右 彦根道｣｢左中山道 京いせ道｣とある。 

右は彦根道でここから彦根城下までは約一里だった、この道は徳川家康が関ヶ原の合戦

後の上洛に使用したが、朝鮮通信使が通ったことから朝鮮人街道とも呼ばれているとい

う。鳥居本の宿場はこの辺りで終り、そこからは田園が広がり左側に名神高速、右側に

新幹線が通っている。 

 １０分程歩くと小野の町に入り｢小野こまち会館｣の名前がついた建物がある、どうや

ら福祉施設のようだが玄関は閉まっていた。ここ小野は東山道時代からの古い宿駅で、

小野小町の生誕の地といわれる。小野小町の生まれた場所や墓は全国各地に見られ、い

ずれがほんとか定かではないし、また特定しない方が良いのかもしれない。さらに 7・

８分も行くと名神高速と新幹線が、中山道にぐっとちかづいた所に八幡神社の立派な常

夜灯が２基立っている。八幡神社の説明板を見ていると、新幹線がすぐ脇を走りぬけて

行った。 

 

  

八幡神社の常夜灯                小町塚 

 

小野小町は養女だった? 

  

八幡神社の常夜灯を過ぎると、道沿いに柿の木がたくさん実をつけていた。一見して

渋柿と分かるとんがり形だ、手の届く所にもたくさんあったのでよく色づいた実に触れ

てみた。すると、ぽろりと手の中に柿が落ちた、せっかくなので少しかじってみたが渋
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くはない。それで少しずつ食べてみる、渋みを感じないことはないが食べられる。家内

にもすすめて二人でかじった。でも、やはり渋柿であとから渋みが口の中に広がってき

たので、あわてて持参した黒飴を口直しになめた。秋の味覚はほろにがいものになった、

とはこのことだろうか。 

 ５分も歩くと左側の斜面にお堂があり、小町塚の石碑と中山道の石碑も立っている。 

説明板には藤原定家の明月記や十六夜日記などを引用してこの地域を説明し、出羽郡の

小野好美が奥州に下る途中に小野に一夜の宿を求め、ここで生後間もない女児を養女に

もらいうけ、出羽の国へ連れ帰った。この女児が小町という…….と記されていた。つま

りはっきりした記録はないということだ。 

 

各地にある芭蕉の句碑 

 

 その先新幹線の高架をくぐり進むと、原の集落で街道の左側に用水が流れている風景

に出会う。用水を隔てた向こう側の家は、みな小さな橋がかけられており、人の出入り

はここを利用しているようだ。その先の道沿いに八幡神社の鳥居が立ち、脇に小さな石

碑があった。それには｢芭蕉 昼寝塚｣｢祇川 白髪塚｣と刻まれている、後で調べてみる

と神社境内に芭蕉と祇川二人の句碑があるのだ。芭蕉の句は｢ひるかほに 昼寝せうもの   

床の山｣、祇川は｢恥じながら 残す白髪や 秋の風｣と、師である芭蕉の夏の句に対し

秋を詠んだ句という。いずれもこの付近で読まれたというので句碑があるらしい。 

 

  

色とりどりの前掛けをしたお地蔵さん      高宮宿の道標と常夜灯 

 

 その先で名神彦根ＩＣのランプウェイーの下を抜けて、大きな交差点を渡り進むと少

し先にスーパーがあったので、トイレを借りて喫茶コーナーに腰をおろしてカンコーヒ
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ーをいただき、ちょっとばかりホットタイム。元気を取り戻し進むと大堀川を渡る、上

流にはかなり大きな｢ルートイン｣のホテルが建っているのが見える。橋を渡ると交差点

で、左手には事前に調べたようにコンビニがある。右手斜面にはたくさんのお地蔵さん

が、色とりどりの前掛けをかけている。その背後の小高い所に石清水八幡が建っている。

階段途中には｢扇塚｣という塚がある、これは井伊藩の保護を受けて発展した｢能楽喜多

流｣の宗主９世｢健志斎古能｣が彦根を去る時、門人に面と扇を与えたことから、門人た

ちが塚を築いたという。 

 ここから１５分も歩くと近江鉄道の踏切があって、そこに｢高宮宿｣の案内と常夜灯が

立っていた。 

 

高宮といえば｢高宮布｣と多賀大社 

 

 踏切を越えて直に大きな交差点に出る、その角に地蔵堂があった。説明によると｢木

之本分身地蔵尊｣とある、お地蔵さんは石造りが一般的だが、ここのお地蔵さんは木彫

りで、明治３３年４月と記されている。木之本の浄信寺にある眼病の御利益で名高い木

之本地蔵の分身といわれている。ここから５分も行くと高宮神社がある、大きな鳥居と

まっすぐに延びる石畳の参道は、見るだけで心を洗われるような気持ちになる。説明で

は明治３年の大洪水で古い記録は流され、その沿革は分かっていないと言う。 

 

  

高宮神社                   布惣の店 

 

その神社の向かいに立派な家があり｢布惣跡｣の看板が見えた。布惣は高宮布を取り扱

う店でした、高宮布とは高宮周辺で産出された麻布のことで、室町時代から貴族や上流

階級の贈答品として珍重された。高宮細美とも近江上布とも呼ばれ、江戸時代になって

からも麻布の集散地として栄えた。その代表が布惣で７つの蔵に麻布が一杯で、出荷さ
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れてもすぐ満杯になり、これが年に１２回も繰り返されたといいます。現在も 5 つの蔵

が残されています。布惣の隣にも立派な構えの家が立ち並び、宿場の商店街であったと

思われます。その布惣から３分も行くと、珍しい｢提灯｣を作るお店がありました。しか

し、この辺りは交通量も多く道は狭いので、のんびり見ておれませんでした。その先に

郵便局があって隣には多賀大社一の鳥居があります。この大鳥居をくぐる道と、直角に

交わる中山道の交差点になっており車が多くとても危険です。のんきに写真など撮って

おれません、安全な場所を探して鳥居の写真をとるのに苦労しました。 

 

  

この先 3km に多賀大社             一の鳥居と常夜灯 

 

 多賀大社は古事記や日本書紀にも出てくる古い神社で、イザナギとイザナミの神様を

祀っている。中世以降は伊勢・熊野とともに庶民の参詣で大いににぎわった。当時は｢お

伊勢参らば、お多賀も参れ、お多賀お伊勢の子でござる｣｢お伊勢七度 熊野へ三度 お

多賀様へは月参り｣とうたわれたという。そんなお多賀さんだがここから３km あるので、

立ち寄るのはあきらめた。 

 

高宮宿は２番目の規模、でも土地は坪 15 万円? 

  

大鳥居から３分も行くと脇本陣跡がある、ここ高宮宿は江戸から６４番目の宿場で本

陣１、脇本陣２、旅籠 23 の宿場でした。脇本陣跡の説明板がある家は半分が増築され

て、前面に大きなシャッターがありそこに高宮宿が描かれていました。そのすぐ近くに

本陣跡もあり、ここは門だけが残っていました。でも、いずれも誰が本陣・脇本陣を務

めたのか説明はありませんでした。後で調べてみると本陣は小林家、脇本陣は塩谷家と

小林家であったことが分かりました。宿場としては、天保１４年(1843)の記録によると
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戸数は８３５軒、人口は 3.560 人で、中山道の宿場としては本庄宿(江戸から１０番目)

につぐ２番目の大きさだったといいます。 

 本陣跡から少し行くと犬上川があり、その手前に雑木林の小山があり宅地販売の看板

が立っていました。道路沿いの土地でそんなに条件は悪くないと思われますが、値段は

坪 15 万円としてあります。5～６区画の販売で端の区画にはモデルルームと思われる家

も建っていました。ちょっと安すぎる値段にびっくりです。東浦なら 35 万円くらいの

値段が付いていると思われるからです。これって、それだけ需要がないということかな? 

 

  

中山道 69 次高宮宿                むちん橋 

 

無料で渡れる｢むちん橋｣ 

 

 15 万円に驚いて犬上川に架かる高宮橋まで来ると、説明板がありました。橋の名前

の由来が書いてあったのです、説明板には…..天保(1830 年ごろ)の初め彦根藩は増水時

の｢川止め｣で川を渡れなくなるのを解消するため、この地の富豪、藤野四朗兵衛、小林

吟右衛門、馬場利左衛門らに、費用を広く一般の人から集めさせ橋を架けることを命じ

ました。当時、川渡しや仮橋が有料であったのに対し、この橋は渡り賃をとらなかった

ので｢むちん橋｣と呼ばれた…..とあります。彦根藩がお金を出したのではなく、お金を

集めさせたと言うことなので、自分たちがお金を出して造った橋を渡るのは無料で当然

なことです。当時の政治も庶民にはきびしかったと言えます。 

 今の橋は大正か昭和の初めに造られたものらしく、橋頭に特徴があった。人は新しく

併設された歩道用の橋を渡りますが、渡りきるとそこにも｢むちん橋｣の石碑と背丈程の

高さで大きな木片に｢高宮宿｣と書かれていました。これだけの物があるのとないのでは

大きな違いで、高宮宿の PR に大いに役立っていることでしょう。 
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 橋から少し行くと路肩が少し広くなった道沿いに自販機が並んでいた、たくさんある

ので何台かと数えてみたら１１台ありました。これだけあるとよく目につき、きっと客

も多いのではと思います。そこからさらに少し先の道端に小さな石碑がありました、も

う少しで見逃すところでしたが、そこには｢法士(ほうぜ)一里塚跡｣と刻まれていました。

中山道のこの辺りはあまり一里塚跡の碑を見ません、ないのかと思うくらいでした。 

 

ランチのお店が見あたらない 

  

 法士(ほうぜ)の町から葛籠(つづら)の町へ行くが道中には多くの寺社があった、月通寺、

若宮八幡宮、還相寺、了法寺、そして、地蔵尊と病院がお隣どうしにあった。その病院

から５分程行くと街道に彦根市のモニュメントが現れる。おいでやす・彦根市と刻まれ

た３m はあるかと思われる石柱が３本建ちならび、真ん中の柱の上にはお坊さんが、両

端には荷物を背負う女性と男性の像がある。周りは田園が広がっており、その辺りから

松並木が続いて街道らしい景色だ。さわやかな秋の空を背にそびえるように立つモニュ

メントがすばらしかった。松並木の街道を行くと ISO 認証工場の看板がある立派な工場

があった、それを見ておなかのすいた友が

ここの社員食堂で食べさせてはくれない

かな! １２時を回ったばかりだが、お店屋

さんがまるで見当たらないのだ。インター

ネットで調べて、食事処は２か所あったの

で安心していたのだが誤算だった。 

松並木の続く道を進み小さな神社があっ

たので休憩し、ここで持参した腹の足しに  

彦根市のモニュメント               なりそうなお菓子を食べて休憩。 

 

近江商人が造った東洋一の小学校 

  

 少し休憩してから歩き出すと１０分程で四十九院の交差点がある、その右隣に｢県社

阿自岐神社｣の石柱と常夜灯が立っている。神社はかなり奥の方らしくてそれらしきも

のは見えないが、ここには１５００年前の最古の名園と言われる池泉多島式の庭があり、

湖国の名園百選にも挙げられている。街道沿いには茅葺屋根にトタン板をかぶせた家が

数軒見られた、今では茅葺の維持管理が難しくなっているのだろう。そこから少し行く
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と左手に白い立派な建物があらわれた、かなり広い敷地のようである。役所にしては少

し違うようで、目の前のバス停には｢豊郷小学校旧校舎群｣となっている。それにしても

すごい学校と感心しながら一歩入ると説明板があり、配置図も描かれている。正面が教

育委員会・図書館や子育てセンター・シルバー人材センターなどが入る総合センターと

なっている。その２階が小学校になっている。右側に講堂、左側に観光協会も入る記念

館が配置されている。観光協会とあったので立ち寄ってパンフレットをもらいやっと分

った、この施設は昭和１２年に一人の近江商人・商社｢丸紅｣の専務であった古川鉄治郎

によって寄贈され、当時は東洋一の教育の殿堂といわれた……とある。当時のお金で 60

万円今なら数十億円を寄贈し、米国人ウィリアム・メレル・ヴォーリズの設計による堂々

たる美しい白亜の教育殿堂が完成した。中山道の石畑と四十九院の間に、白鷺が羽を広

げたような洋風建築とうたっています。その学校はまちづくり交付金を活用して教育・

福祉施設に改修したものと分かりました。 

 

  

豊郷小学校(思い出して帰り際に撮りました)     ランチを食べたお店 

 

それにしてもすばらしい建物であり、地元の人たちの誇りであることがうかがえます。

私の地元生路の小学校は昔、町内で最初に鉄筋コンクリートの校舎を区民のお金で建設

した歴史があります。子供のころには隣村の子供とゲンカすると、こんな風に言いまし

た｢生路の学校金学校、○○の学校泥学校｣。きっと豊郷界隈でも子供たちの間では、こ

れに似たことがあったことでしょう。 

 

伊藤忠商事と丸紅の創始者｢伊藤忠兵衛｣ 

 

 学校前から離れようとした時に｢ランチの店がある｣と家内が声をあげました、道沿い
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にお店は見えませんが自販機に張り紙があるのと、最新式の電光掲示があったのです。

思わぬところにお店がありほっとしました、でも店の前まで行くとランチを食べるよう

な雰囲気の建物ではありません。スナックかなにかと思えるのです、しかし、メニュー

の看板がでていて間違いなくランチが載っていました。ソースかつ丼６００円とコーヒ

ーをいただきましたが、そんなにおいしい味ではなかったです。でも感じのよいお姉さ

んで、鳥居本からここまで食事するお店がなかったこと、インターネットではこのお店

は載っていなかったことなどを話しました。 

 食事を終えると 13:40、帰りの電車は 14:32 でこれを逃すと大変なことになるので、

いただいたパンフレットの地図を見てこのあとの予定を決めました。なんといっても伊

藤忠兵衛記念館を見学しようと歩きだすと、直に中山道一里塚跡が公園に整備されてい

ました。豊郷は高宮宿と次の愛知川宿の間の宿として発展し、立て場茶屋が設けられて

いました。さらにそのさき役場前交差点南には一里塚がありました。１０分も歩くと｢く

れない園｣という公園があり、ここに伊藤忠兵衛の立派な記念碑がありました。そのす

ぐ先に記念館はありました。この建物は初代忠兵衛が暮らし、二代目が生まれた豊郷本

家を記念館として一般公開しているものです。 

 

  

伊藤忠兵衛記念碑にて              伊藤忠兵衛記念館の内部 

 

 とても大きな立派な家であることはいうまでもありませんが、ガイドの方がいて伊藤

家の歴史を説明してくれました。それにより近江商人の筆頭伊藤忠兵衛、総合商社の基

盤を築いた二代伊藤忠兵衛が、現在の総合商社伊藤忠と丸紅を創り上げたことを知りま

した。これまで、同じ人がこの二つの会社を創り上げたとは思っておらず、ちよっと驚

きました。繊維卸から今日の総合商社への道を拓いた二人の功績はすばらしく、言葉で

は表すことができません、まさに豊郷の誇る偉人でしょう。 
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 電車の時間もあり 14:15 ころに記念館を後にして豊郷駅へ向かいました、すると一つ

気がついたのは豊郷駅ではなく、そこには｢豊郷駅コミニュティーセンター｣と表示され

ていました。近江鉄道が単独で駅を運営するのが難しく、豊郷町が運営を肩代わりする

とともに、町の施設としても使っているのでした。電車に乗って次の駅｢高宮駅｣も同じ

ようにコミニュティーセンターになっていました。これも知恵というのか苦肉の策に違

いありません。日本の各地でこうしなければ、鉄道が維持できない現実があるというこ

とはどのように受け止めるべきでしょうか。 

 今回も楽しくいろいろ勉強をすることができたウォーキングで、歩数計は 22.000 歩

でした。 

 


