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は企画ガイドを担当する実行責 たら、委員会の担当者が仕分け
【巻頭所感】
任者との連携を図り、原稿の内 して関係施設に直接配布をして
容確認と印刷の依頼をしていま います。少しでもロスを減らす
企画ガイド委員会で
すが、「ようこそ小田原へ」の ため関係部署の協力をいただい
取り組む課題
チラシを少しでも早くお客様へ て配布袋を作成し、関係施設に
お届けすることにより参加者の 届ける準備を進めています。
和田 元穂 増加に繋げる思いがあります。 四つ目はメディア対応です。
今後も継続して早期着手、早期 現在企画した「ようこそ小田原
私がガイド協会の目玉の一つ 配布を推進して行きます。
へ」は全国紙二社、地方紙一社、
であるガイドの企画に携わる様
二つ目は平成三十年度、企画 地 域 メ デ ィ ア 二 社 、 小 田 原 市 の
になったのは平成三十年四月か ガイドの選定に当たり、協会員 「広報小田原」「キャンパスお
らであり、当初の三～四カ月は の皆様にお願いをして企画を募 だわら」に協力をいただいて掲
企画ガイド委員会の仕組みや運 集し、それを企画委員会で精査、載をお願いしています。しかし
行、取組み等を知ることからス 理事会で責任者を決め承認する ながら最近のお客様の参加状況
タートしました。本当に何もわ ことで推進して参りました。こ を見ますと、ガイド協会のホー
からず新入社員のような状況か の方法は企画ガイド事案のマン ムページを見ての参加者も増加
ら委員会に席を置く諸先輩の方 ネリ化を防ぐ狙いと新しい企画 傾向にあります。その中で、特
方からの指導のもと、一つ一つ を呼び起こすことを主眼としま に考えさせられるのは参加され
事案に取り組んで参りました。 した。企画ガイドは年間十六～ るお客様の住所です。現在小田
現在企画ガイド委員会の構成 十八件を予定していますが、定 原市からの参加者が約半分、小
は男性五名、女性一名の六名体 番ガイド《七福神・総構・石垣 田原市以外の参加者（横浜、藤
制です。理事会で、企画ガイド 山一夜城・根府川のおかめ桜》 沢、平塚、秦野、厚木等）も約
委員会の取組みや「ようこそ小 とともに過去に実施した企画ガ 半分を占める状況です。今後は
田原へ」の進行状況等を報告し、イドが多く「これで良いのか」 市外の参加者が増加すると考え
月一回の企画ガイド委員会でレ と自問自答する状況でした。今 られます。
ジュメを作成して報告をしてい 後は若い協会員を中心に新規企
いろいろ課題はありますが、
ます。その中で課題として取り 画ガイド事案の掘り起こしを進 良い企画、丁寧なガイド、お客
組んできたのは、一つ目は企画 め、年間の企画の内三～四件は 様に喜びを与えられる態度で企
ガイド「ようこそ小田原へ」の 新規の事案が取り入れられるよ 画委員会がスクラムを組んで、
チラシ作成を早め、配布場所で うに推進していきます。
よりよい企画作りに邁進してま
ある関係施設に四十五日前を目
三つ目は「ようこそ小田原
いります。
途に配布することです。これに へ」のチラシは刷り上がって来
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◆企画ガイド◆

国府津の
文化遺産めぐり

富澤 節子
十一月十日、晴天の中、国
府津駅からスタートです。看
板建築の残る町並みを歩き、
親鸞聖人ゆかりの真楽寺に到
着し、帰命堂を開けていただ
き寺宝を拝見しました。その
後、道真公が祀られている菅
原神社へ行きました。偶然に
も優美な神輿を拝見でき、急
遽、撮影タイムとなりました。
次は時宗の蓮台寺です。始
祖の一遍上人の踊り念仏の話
をしたら、実際に蓮台寺の踊
り念仏を見たというお客様が
いました。形は代わったかも
知れないけれど、今なお、上
人の教えが受け継がれている
のですね。この時宗は、寺紋
が稲葉氏と同じ「折敷に三」
です。一遍上人も稲葉氏も出
自が伊予の河野氏の様です。
別荘地跡を抜け田島の横穴
墓、北条時代に勧請された田
島のお地蔵さんを拝見後、昼
食です。昼食後、文化財の仏

像、お寺、
宗派につ
いてお話
しました。
これが、
自分では
一番の正
念場でし
た。玉泉
寺からは
桜並木の
剣沢沿い
に歩きま
した。お
客様の中
に地元国
府津の方
がいらして、資料で調べた森
戸の松のあった場所も、お客
様の記憶と同じで、ほっとし
ました。
テーマは文化財でしたが、
ハイキングとしても楽しんで
いただき、和気あいあいと三
ツ俣遺跡を通り、街中へ戻っ
てきました。途中、飯泉へ通
じる巡礼街道に置かれていた
「左いゝすみゑ」の道標に何
故か、皆さん感動でした。海
沿いの勧堂で解散です。無事
終了に感謝ですが、もっと勉
強をと自戒の思いです。
◆企画ガイド◆

令和初！
七福神めぐり

小菅 悟志

お正月のしめ飾りが家々の
玄関を飾る中、七福神巡りの
ツアーで小田原市街へ繰り出
した。出発地点の小田急足柄
駅には定刻の五十分前に到着
したものの、すぐさまお客さ
んが集まり始めた。皆さん溌
剌とした元気一杯の表情であ
る。とても今から始まる過酷
な八㌔の道程を、何ら苦とも
思っていないようである。お
客さんは総勢三十名、私の分
担は十名でお顔をしっかりと
頭の中に叩き込み、第一弾ス
タートで毘沙門天を目指した。
本日のコースは七福神巡り
で、小田原の場合その全てが
寺院であるため、まずは寺院
参拝時の心得をお客さんにお
願いした。しっかりと耳を傾
けていただき、中には「もう
一つ大切なことがあるね。須
弥山には決して足を踏み入れ
ないこと」と。さすが企画ガ
イドへの参加者だけに、その

分野で通の方が多いと感じ気
持ちを引き締めた。
寺院から寺院への道程では、
お正月・箱根や丹沢の山々・
壮大な相模湾・ジオ・鉄道・
城山地区寺地・総構など、寺
院以外の話題でガイド内容も
豊富であった。小田急沿線の
道程では三本軌道、新幹線開
発と小田急との関わりを話題
にして大いに受けた。また、
梛の木の話題では、ガイド説
明の後に、お客さんに下に落
ちている葉を縦方向（長手方
向）に力一杯引っ張ってもら
った。予想に反し見事に切れ、
「夫婦仲も年老いてからは無
理せず、張り切り過ぎず、気
を付けましょうね 笑( 」)
今回七福神のことは資料で
お伝えしてあるので、寺院以
外の道すがら出会う郷土の歴
史・文化に重きを置いた。寺
院の開山・開基とか宗派・本
尊だけでは味気ないと判断し
たからだ。後でアンケートを
読むと、皆楽しく歩け満足感
に満ちた様子で、無事終了し
たことに安堵・感謝である。
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◆企画ガイド◆
◆企画ガイド◆

雪の阿弥陀寺に響き渡る
琵琶と吟詠

岸本 章
前日からの雪の予報にもか
かわらず五十九人が参加して
くれました。四班に分れて箱
根湯本を出発、初めは雨でし
たが女坂を登り始める頃は雪
になりました。標高二百九十
五メートルの阿弥陀寺は、ど
んなことになっているか心配
して登りましたが、登山道は
立木におおわれ舗装してあり
ますので歩くのには支障あり
ませんでした。女坂の舗装は
現住職の水野賢正さんが昭和
四十二年に入山以来二十年を
掛けてボランティア等の協力
を得て作り上げたものです。
阿弥陀寺に到着すると雪は
本格的になり、裏山、お寺の
屋根、前庭に雪が積もり一面
銀世界になっていました。み
なさん写真を撮ったり、雪に
触れたり大喜びでした。住職
の水野さんに迎えられて本堂
に入ると暖房が入っていて、
住職の心配りに感謝でした。
講話と琵琶の弾き語りは十

一時前から始まり「吉田松陰
の母を想う和歌」「宮沢賢治
の風の又三郎」の一節を吟じ、
次に「黒田節」を参加者全員
で歌うと、本堂内が住職と一
体になった感じがしました。
最後に「霧の川中島」を吟唱
し終了となりました。今年で
喜寿とは思えない水野住職の
吟詠にみなさん満足されたよ
うでした。
帰り道も女坂を下り、一の
湯をめざしました。一の湯に
は全員ほゞ予定どおり到着し
て四階の格天井付の広間で食
事となりました。温かい味噌
汁と熱いほうじ茶にみなさん
ホッと一息の感がありました。
食事の後は早川沿いに下り河
鹿荘前で解散となりました。
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早雲公相模侵攻の最前線
橘地区サクサク散歩

こえる。
広済寺で早雲公のご位牌に
参拝、小船の長屋門へ向かう。
この辺りは特産の下中玉ネギ
畑が広がる長閑な里山、絶好
の散歩道である。
昼食場所は羽根尾歴史公園。
椿咲く急坂を上ると眼前の大
パノラマに歓声が上がる。冬
晴れの澄んだ空、青く光る相
模湾、三浦半島の先には霞ん
だ房総半島が見える。至福の
昼食タイムである。
帰路は絶景の相模湾を眺め、
ところどころに蜜柑畑が広が
る東海道本線沿いの丘陵道を
辿る。大隈別邸跡の高台で相
模湾に別れを告げるとゴール
地点の国府津駅に到着。十一
キロのサクサク散歩が無事終
了した。
お客さまから「景色が素晴
らしく自然に恵まれた良いコ
ース」「地元の私も知らない
橘地区のことが分かった」等
の感想が寄せられ、暫し達成
感に浸る。
二年前、養成講座の最初の
実習でガイドの基本や心構え
を教わったのがこの橘地区で
ある。本企画を通してガイド
への思いを新たにした一日で
もあった。

雪の阿弥陀寺

菅野 達義
この企画はコース設定が重
要である。資料を集め下見を
重ね散歩コースを決定した。
十二月八日、冬晴れの絶好の
散歩日和。四十一名のお客さ
まと国府津駅を順次出発する。
前川特産「ほととぎす巻」の
名の由来に笑いが起きる。
史跡車坂から押切城 砦( 跡)
へ。早雲公が中村川を挟んで
三浦道寸と対陣した城と伝わ
る。川向には道寸の稲荷山城。
生い茂る木々を望み、古地図
を広げて当時に思いを馳せる。
羽根尾貝塚では縄文時代に
タイムスリップ。縄文海進で
中村川沿いの谷が中村湾 潟( )
へ。魚介をとり、豊かな森で
猟や木の実を採取する縄文人
の情景が目に浮かぶ。辺りに
美味しそうなスープの匂いが
漂う。匂いの元は「幸楽苑」。
この地は最新の工業団地「西
湘テクノパーク」のど真ん中
である。お客さまから「縄文
人もビックリだね」の声が聞

（令和２年１月１８日撮影）

おだわら

昼顔咲く早川の渚に
夕陽がさして

三元 良紀
第三回語り手

■お生まれは？
昭和八年の六月です。早川
の真福寺の次男として生まれ
ました。寺は平安時代の開山
で、小田原では宝金剛寺、飯
泉観音に次いで、三番目くら
いに古い寺です。
境内には、天然記念物のイ
トヒバやタブノキなどの樹木
があり、しだれ桜やソメイヨ
シノも咲いていて、駅の方か
ら見るとピンクの山だった。
それで画家とか作家とかが、
よく来ていたなあ。
■境内に小説家の川崎長太郎
さんの石碑がありますが。
川崎長太郎さんは、毎日の
ように来て、顔を洗ったり、
うがいしてたりしていた。ボ
ロボロの恰好で、子ども心に
「汚い人だな」なんて思った
りもしました

（小田原市立図書館「一枚の古い写真」より）

漁港ができる前の早川海岸

■少年時代を過ごした早川は、
どんなところでした？
半農半漁の村で、サラリー
マンは少なかった。戦後は蜜
柑が外国まで輸出され「蜜柑
成金」が増え、同時に相模湾
でブリが豊漁で「ブリ大尽」
も生まれた。だから、景気も
良く、意外と賑やかでした。
食料事情の悪い時代だったけ
ど、僕らは困らなかった。
新潟、山形、秋田などから
も季節労働者が来て、活況で
したよ。
その頃は、港も新幹線も国
道一三五号線もなかったけど、
駅前あたりは、それほど変わ
っていませんね。秋は蜜柑の
出荷で賑やかでした。

港ができる前の早川の海岸
は、今考えるときれいだった
なあ。玉石の堤防のすぐそば
に、昼顔が薄いピンクの花を
咲かせていて、そこに夕日が
差し込んで 、
…堤防を乗り越
えると、波打ち際まで砂浜が
百メートルくらい続いていま
した。そこが僕のトレーニン
グ場で、野球や空手やいろい
ろなことをやった。
■やがて大学進学のために東京
へ出るのですね。
ええ。僕は外交官志望だっ
たけど、勉強しなかったから
うまくいかなくて 。
…東京で
はケンカばかりしていました。
男は強くなければいけない
という気持ちが強くて。弱い
ものいじめするものを見過ご
せない。新宿の街で、ヤクザ
に取り囲まれこともありまし
た。でも負けたことなかった
ですよ。早川で、飯場に殴り
込みにいったなんてこともあ
りました。
■紳士の三元さんにそんな武
勇伝があったのですか？
戦後、新幹線の工事でやっ
てきた工夫たちが、勝手なふ
るまいをしていた。このまま
では寺の経営すら危うくなっ

てくる。何とか、寺を守りた
い。その一心で木刀を持って
一人飯場に乗り込んだわけで
す。仕込み杖やツルハシをも
った荒くれ者たちに取り囲ま
れて 結
…局、向こうの親分が
謝ってくれました。その後、
飯場の人たちとも仲良くなり
まし た。
■やがて早川に港ができ、新幹
線が走るようになって ……
工事が始まってすぐに、僕
は早川から離れていったから、
詳しいことはわかりません 。
港ができても、早川の街自
体はそれほど変わったように
は思わないな。でもね、子ど
もの頃、戦争ごっこなんかを
した仲間たちが立ち退いて、
どんどん去っていく。たまに
帰ると、知り合いが減って、
浦島太郎みたいな感じでした
ね。
■今後の早川の観光については
どう思います？
早川は、古くから一社五ケ
寺があった伝統ある地域。何
とか、この文化遺産と水産な
どの観光資源をコラボする方
法を工夫して そ
…うしなけれ
ば、もったいないと思います。
（文責：編集部）
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インタビュー企画

東海道とっておき話 ③
酒匂川に
架かる船橋

橋に使用される船は廻船、
東海道では、六郷川（多摩川 、
)
馬入川（相模川）が船渡し、
水揚げ船、漁船などで、二人
酒匂川、大井川が徒歩渡しだ
乗りから五人乗りの小船が使
った。
用されたようだ。周辺の村々
将軍の上洛や朝鮮通信使の
よりの調達だった。
来日といった大事な行列があ
このコラムの第一回に書い
った場合、通常とは異なる川
た享保の「象の将軍謁見」の
の渡り方があった。それが
折も、木曽川や六郷川（多摩
「船橋」といわれる方法だ。
川）で船橋が架けられたとい
船橋とは、川幅いっぱいに船
う。象がのっしのっしと船橋
を並べ、鉄の鎖や大網、鎹
を渡ったというわけだ。
（かすがい）などでそれを連
酒匂川にも「船橋」を使っ
結し、錨で一艘ずつ固定して、 た記録が残っている。
その上に板を通してつくる仮
「小田原市史史料編近世 」
の橋のことだ。写真参照／こ
によると、享和年中 一(八〇一
～三）の通信使来日に際し、
の船橋は加賀前田藩が大名行
伊豆国の十ヶ組合に、船を廻
列の時に架けたものである。
して酒匂川船橋を掛け渡すよ
うにとの仰せが出されたとい
う記録がある。
江戸時代は「鎖国」といわ
れるが、朝鮮通信使をはじめ
オランダ人、中国人など異国
人使節が江戸参府をし、東海
道を歩いた。派手な行列で、
おおぜいの供を連れ、笛を吹
いてゆっくりと街道を進んで
いった。
朝鮮使節の江戸参府は慶長
三年（一六〇七）から十二回
ほどあった。琉球使節も嘉永
三年（一八五〇）までに十回

を越えて入府している。オラ
ンダのカピタン使節の江戸参
府は寛永十年（一六三三）以
来であるが、寛政二年（一七
九〇）以後は、五年に一回の
割で参府している。
異国人の通行のためなどで
酒匂川に時折、船橋が架され
たようだ。享保四年に朝鮮通
信使が通行した時は、酒匂川
の川幅五町二〇間に七十七艘
の船が、船橋掛船として指定
されたと記録されている。
船は主として西伊豆地域の
駿河湾沿いの村から調達され
た。船のみでなく、多くの農
民漁民が人足として狩り出さ
れ、酒匂村、山王原村、網一
色村の人々と共に工事に従事
した。
船橋架設は難工事で水深と
急流のため、しばしば中断し
なければならなかった。使節
一行が通過すると橋はすぐに
解体された。

《参照》

『宿場の日本史』
（宇佐美ミサ子著）

横浜国道事務所資料 他
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岡田 秀昭
江戸時代は交通網や宿場な
どの施設の整備により、物流
や旅行が活発に行われた時期
だった。
徳川家康は、五街道を日本
橋を出発点として整備、一里
塚などを造り、関所を設け
「入り鉄砲」 「出女」を取り
締った。そして、大きな川に
は橋を架けなかった。幕府は、
通行の便を良くすることより、
河川による防衛機能を優先し
たのだ。
水嵩の多い時、川を渡るに
は主に二つの方法があった。
ひとつは、川越し人足の手を
借りて渡る方法で、旅人が人
足に肩車をしてもらったり、
輦台（れんだい）に乗って担
がれて渡った。これを《徒歩
（かち）渡し》という。もう
ひとつが渡し船を利用するも
ので、これが《船渡し》だ。

神通川の船橋（宮内庁所蔵写真）

Ⅱ

申込み・お問合せ 0465-22-8800

【２０２０年『春』の企画ガイド】

十二月以降の退会者

編集委員：磯崎知可子（委員長）・戸田博史・中村哲夫・宮澤周子・上田信一

◆ リレーエッセイ／わたしの城旅⑦ ◆

武将「狩野一族」と
絵師「狩野派」のふるさと

鈴木 康子

「プレイバック小田原」の取材を終えて、いつ
も、ガイド協会にはなんと魅力的でステキな先
輩が多いことか！と思います。毎回多くの材料
をいただき紙面には到底書き尽くせません。記
事の続きは、Ｐ当番で一緒になった時などに、
ぜひ、伺ってください。（Ｔ）

《
編集後記》

狩野城跡周辺は曽我兄弟の母満江御前
の故郷です。滝川クリステルの祖母の生
まれた所でもあります。平安時代後期に
藤原維景が駿河守の任後、伊豆に住みつ
き子孫が狩野城を築き、伊豆を代表する
武将として四百年間活躍しました。
十五世紀末、伊勢宗瑞と戦い狩野城は
戦場となりました。狩野城は小高い山に自然の地形を利用し、土塁
と空堀などによって区切られたいくつもの郭（くるわ）があり、北
条氏がつくった高度な築城とは違いわかりやすい山城でした。下か
ら上がってくる敵をこの辺りで待ち伏せしたら 。
…また、女人は川
から船に乗って逃げようとして見つかり川に身を投げたと聞き、平
家物語の壇ノ浦合戦と重なり哀れを感じたり 。
…そして、満江御前
はこの山里を駆け回わって遊んだのだろうか 。
…いろいろと想像を
かきたてられてしまう城跡でした。
足利義教公の御前で絵を描いたことで、狩野景信・元信親子は京
に上り、正信は後に「狩野派」をおこしました。人と人との出会い、
この縁がなければ武将としてではなく、絵師として天下を取った職
業絵師集団狩野氏は存在していなかったと思いました。

伊豆市「観光情報サイト」より

落合信夫さん 須藤未来さん
諸星緑さん 渡辺美地子さん
ありがとうございました。
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700円

鴨宮駅～酒匂神社～法船寺～
酒匂川の渡し～今井陣場～
蓮上院土塁～江戸口見附～
小田原駅（解散）

700円

小田原駅西口～小峰御鐘ノ台大
堀切～白秋の散歩道～水之尾毘
沙門天～辻村植物公園～龍泉寺
観音堂～フラワーガーデン

No.

企画ガイド

日時・集合場所

参加費

コース

1

お城がもっとも華やぐとき

３月 ２８日（土）・２９日（日）
１０：００～１５：００頃
小田原城馬屋曲輪隅櫓

無料

直接会場へお越し下さい
（申込不要／小雨決行）
※桜湯・甘味等 有料

2

県北西部の自然満喫と
歴史遺産のへの望郷

４月４日（土） 約６km
１０：００～１３：００頃
御殿場線山北駅 １０時集合

700円

山北駅～河村城址～洒水の滝
～御殿場線桜の道～鉄道公園

3

江戸時代を彷彿とさせる
酒匂川の徒歩渡し

４月２６日（日） 約７.５km
９：００～１２：３０頃
ＪＲ鴨宮駅 ９時集合

4

戦国の大堀切周辺の散策と
フラワーガーデンの薔薇鑑賞

５月１６日(土） 約１０km
９：３０～１４：３０頃
小田原駅西口三省堂前

・各コース参加申込みは実施日の４５日前からです。小田原ガイド協会ＨＰでもご案内しております。
・コースは、状況により、順序が前後する場合があります。

