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 県指定史跡である三池平古墳の整備がこのほど完了し、１２月２２日に完成式典を行いました。 

清水区原、清水ナショナルトレーニングセンターのすぐそばにある三池平古墳は、標高５５ｍの丘

陵状に位置する５世紀初めの前方後円墳です。昭和３１年にミカン畑の農作業中に偶然見つかり、そ

の後の発掘調査では、石室内に納められた多くの副葬品も確認されました。古墳の規模からして庵原

周辺を支配していた権力者の墓であると考えられます。 

発見以来、地元の皆さんの関心も高く、古墳を中心としたさまざまな保存や研究の活動が行われて

きました。 

静岡市も平成５年以降、保存整備計画を作成し、この重要な文化財を保存活用するための準備を進

めてきました。平成１３年には静岡県の史跡に指定され、平成２０年度から復元整備工事に着手、こ

のほど完成に至りました。 

式典当日は天候にも恵まれ、保存整備委員会の 

先生方や地元自治会の皆さんなど、多くの方々に 

お集まりいただき、テープカットの後、復元状況 

を見学しました。 

古墳周辺は自由に散策することができ、墳丘上 

には、石室のレプリカも設置してあります。また 

墳丘からは清水区の町並みや駿河湾が一望できま 

す。皆さんも美しい景色を楽しみながら、古代 

「いほはらの国」に思いをはせてみてください。 

 

三池平古墳の整備が完了しました。 

 

静岡市文化財通信  ふちゅ～る         第１号 

                      2010 年 1 月 31 日発行 

静岡市文化財通信の創刊にあたって 

 文化財課では、静岡市の歴史的な遺産を守り、後世に伝えていくためのさまざまな仕事をしています。こ

れまでも文化財年報や、毎年開催している文化財展などで、私たちの文化財保護に向けた取り組みを紹介し

てきましたが、より入手しやすい形で文化財の情報を市民の皆さんへお届けするために、文化財通信を発行

することにしました。 

発行は季刊とし、直近の文化財に関する話題をなるべくわかりやすく紹介していきます。また、市内の意

外と知られていない歴史や伝統文化を紹介するコーナーを設けて、より多くの方々に文化財に対する関心を

深めていただければとも考えています。 

 「ふちゅーる」とは、静岡の古い地名「府中」と、フランス語の Future（未来）を重ね合わせた造語です。

先人が培ってきた知恵や技の結晶である文化財を、私たちが歩もうとする未来への道しるべとして大切に守

っていこうという思いが込められています。文化財年報の愛称として使っているものですが、通信を年報の

速報版と位置付けて「ふちゅ～るミニ」と名付けました。 

 通信には、市内で行われる文化財関連のイベント情報なども掲載していく予定です。お読みになって興味

を持たれた方は、ぜひ現地にも足をお運びいただき、じかに文化財の魅力に触れてみてください。 

 

文化財ニュース 
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 １２月１５日に、毎年恒例となっている「家康手植のミカン」の収穫を行いました。 

 「家康手植のミカン」は、徳川家康が将軍職を息子の秀忠に譲り、駿府から二元政治を行っていた

大御所時代、家康自ら植えたものと伝えられています。このみかんは、「ほんみかん」と呼ばれる鎌倉

時代に中国から伝えられたみかんの一種で、小粒で香りが強いという特徴があります。静岡地方のみ

かんの起源を知る上で貴重な文化財であるとして昭和２５年に静岡県の天然記念物に指定されました。 

 収穫当日は、日頃管理をお願いしている静岡県 

経済農業協同組合連合会や市職員、それから市内 

のみかん農家の方にもご協力いただいて、約 

5,000個のみかんを収穫し、市民の皆さんに配布 

しました。 

  みかんの実入り状況によって時期は多少ずれ 

ますが、毎年１２月初旬から中旬に収穫作業を 

行っています。「一度食べてみたい」という方は、 

ぜひ１２月初めころに文化財課に問い合わせて 

みてくだい。 

 

 

 

 

静岡市葵区井川の中野観音堂には、平安時代中期に作られた千手観音立像をはじめとする５体の仏

像が安置されています。駿河山間部における古代の仏教文化を考える上で重要な文化財であるとして、

平成１７年に静岡県の有形文化財に指定されました。 

 中野観音堂の仏像は、毎年１月６日の「お籠り」という行事の日にだけ御開帳（仏像が納められた

厨子の扉を開くこと）されます。かつては御開帳の日でさえ、幕の隙間からそっと覗くことしか許さ

れなかったというほど、地元の人でもなかなか拝むことのできない秘仏でした。それゆえに製作当時

からほとんど修理を施すこともなかったようです。いずれの仏像もひび割れや虫食いなどの傷みがひ

どく、このたび修復することになりました。事業は、仏像の修復を専門とする吉備文化財修復所に委

託し、平成２１年度から３ヶ年の計画で実施します。 

 今年度は、まず御本尊である木造千手観音立像を修復しました。千手観音立像は、「千手」というだ

けあって、いくつもの脇手があります。中野観音堂の千手観音は、それら脇手の一部がはずれており、 

     足先も朽ちてなくなっていました。そうした欠 

失部分については、文化財として、また信仰の 

対象として末長く保存していくために必要だと 

考えられる範囲で復元しました。そのほか虫食 

いやひび割れ箇所について補修、木質の強化な 

どを行ないました。 

 １２月２１日、修復作業を終えた千手観音立 

像が井川へ帰ってきました。もともと風格のあ 

る美しい仏像でしたが、本来の姿に復元されて 

戻ってきた千手観音は、全体的な迫力が増して、 

思わず引き込まれてしまいそうな魅力がありま 

した。 

徳川家康お手植えミカンを収穫しました。 

中野観音堂の仏像を修復しています。 
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文化財課では、失われつつある伝統文化を記録 

調査し、価値あるものの保存・活用につなげてい 

くため、継続的に市内の民俗調査をしています。 

平成１９年度からは、海岸部を重点的に調べてい 

るのですが、その一環として、西大谷地区に伝わ 

るドンド焼きを調査しました。 

 ドンド焼きは、正月に飾ったしめ縄や門松を一 

ヶ所に集めて焼く行事です。静岡市の海岸部では 

７日の朝を祭日としているところが多いようです 

が、最近ではその近くの日曜日に行うという地区 

も増えました。ドンド焼きの形は地域によって様 

々です。集めた正月飾りをただ焼くだけの素朴なところもありますし、西大谷や東大谷のように、華

やかな飾り付けを施した竹を中央に高く掲げる地区もあります。 

西大谷地区では、１月１０日（日）の本番に向けて、１２月初旬から準備が進められました。 

まず、１２月１０日に老人会の皆さんが、飾り付けに使う紙垂（しで）を色紙で作りました。飾り

が大きいだけに作る量も半端ではなく、老人会の皆さん総出の重労働でした。そして１２月１３日に

は、町内会の役員と昔からドンド焼きに携わってきた協力会の皆さんで竹の採取と、飾り付けのパー

ツとなる骨組み製作、翌週の２０日には紙垂の飾り付けが行われました。 

行事当日は、朝５時３０分に集合です。およそ１０ｍにもなる竹を町内会役員と協力会で海岸に設

置し、三々五々集まってきた地区の皆さんが、持参した正月飾りを竹のまわりに山と積みあげていき

ます。そして午前８時に町内会役員の合図で点火。竹に飾った紙垂はあっという間に燃えあがってし

まいました。 

集まった人々は、竹の棒の先に橙（だいだい）と餅を刺したものを手にしています。これを正月飾

りの山の炎であぶるのです。「ドンド焼きであぶった 

橙を家に持ち帰って軒先に立てかけておくと風邪をひ 

かない」などといわれています。海岸近くにお住まい 

の方には、おなじみの風習ではないでしょうか。 

ところでドンド焼きは、もともと小学生から中学生 

の子どもたちを中心とした行事でした。子どもだけで 

４日に竹を伐ってきて、正月飾りを集め、７日の朝に 

本番を迎えていたそうです。一時中断していましたが 

３５年ほど前に復活させ、それからは、行事の主体を 

青年団から町内会へと変えながら、途絶えることなく 

今日まで続けられてきました。 

ドンド焼きの中央に竹を高く掲げるという風習は、 

市内では清水区吉原などでも見かけますが、とくに静 

岡県東部地方にみられる特色のようです。もしかした 

ら静岡市の海岸部、大谷地区あたりが分布のもっとも 

西端になるのかもしれません。今後、同じような行事 

がどの範囲で行われていたのか、分布調査をする必要 

があると考えています。 

 

「海の民俗誌」調査報告－西大谷のドンド焼き－ 
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海岸部の調査は平成２４年度まで実施し、平成２５年度に調査報告書にまとめる予定です。時代と

しては、高度経済成長以前の暮らしのありようを対象として記録します。「私の地区にはこういう伝統

的な行事があるよ」とか、「昔はこんな漁をしていたよ」など情報がありましたら、ぜひお話しを聞か

せてください。 

 

 

 

 

 

今川発祥の地―愛知県西尾市今川町― 

   今年は、今川義元が桶狭間の戦いで織田 

信長に討たれてから４５０年目にあたり 

ます。静岡市民であれば、「今川義元」「桶 

狭間」と聞いて思わず渋い顔をしてしまう 

方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

25,000あるいは 45,000人ともいわれる 

                          大軍を率いて悠々と京を目指していた今川 

                          義元が、桶狭間で気分よく酒宴を開いてい 

                          たところ、信長軍の奇襲をうけ、あえない 

最期をとげる。その様子が繰り返し映画や 

テレビドラマで描かれる中で、京かぶれの 

軟弱な戦国大名という義元のイメージが定 

着してしまいました。 

 ところが近年の研究によって、軍事戦略や領国経営、文化政策などで優れた才能を発揮していたと

いう義元の新たな人物像が明らかにされつつあります。たしかに桶狭間の戦いは、今川氏の没落をま

ねいた歴史的大敗です。しかし、その桶狭間の悪いイメージの裏側には、群雄割拠の戦国乱世の中で

駿河・遠江・三河を支配し、領国の豊かな資源を背景に時代をリードしてきたという、もうひとつの

華々しい今川の歴史もあるのです。 

 今川氏は南北朝の時代から十代、２３０年もの間、駿河の地に君臨してきました。このシリーズで

は、その長き今川の流れを、ゆかりの地を訪ねながら紹介していこうと思っています。 

 初回はいきなり静岡市から飛び出して、今川発祥の地である愛知県西尾市を訪ねてみましょう。 

 今川の先祖は、足利氏の一門にあたります。足利と言えば、室町幕府を開いた足利尊氏が有名です

ね。その足利氏の始祖にあたる義康の孫、義氏という人物が、承久の乱（１２２１年）の功績によっ

て三河国（現在の愛知県東部）の守護となります。義氏は長男の長氏に三河国吉良荘を与えるのです

が、その長氏が自分の長男である満氏に家督を譲るにあたり、今川の地を満氏の弟の国氏に与えます。

そこから今川の歴史が始まるのです。 

今川の始祖である国氏については、残念ながら詳しいことはわかっていません。ただ、弘安５年（１

２８２）あるいは弘安６年に４０歳で亡くなったという記録が残されているようです。鎌倉幕府が滅

亡する５０年ほど前になります。 

西尾市今川町にある西尾中学校のすぐそば、グラウンド南側の細い道沿いに「今川氏発跡地」と刻

まれた石碑が立っています。愛知県が建立したもので、この場所に今川氏の居館があったとされてい

ます。同じ敷地内には、南北朝時代に九州探題として活躍し、その時代を代表する歌人としても知ら

れた今川了俊の墓もあります。 

三河国で産声を上げた今川氏が、駿河へ進出してくるのは国氏の孫、範国の時代からです。 

 今川ゆかりの地を訪ねて その１ 
静岡の魅力発見！ 
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宝台院 阿弥陀如来立像 鎌倉時代 重要文化財 

 高さ約１ｍ、ヒノキの寄木造りの阿弥陀如来の立像で、体部 

は前後に二材を矧（は）ぎ、頭部は耳の後ろで縦に矧いで首か 

ら挿し込み、さらに面相部は別材を矧ぎ、眼球を水晶で表す玉 

眼嵌入と呼ばれる手法を用いています。その他にも両肩、両腕、 

両手、前腕にかかる衣等が別の材で作られています。 

表情は瞼が切れ長でやや伏し目がちとし、衣文は下腹から両 

脚にかけてＹ字型に整理されて流れ、右腕はひじを屈して掌を 

前にして上げて左腕は下に伸ばし、印相は両方の親指と人差し 

指を捻ずる「来迎印」を結んでいます。鎌倉時代の仏師快慶に 

よって多く作られた三尺前後の「安阿弥様」と呼ばれる様式の 

阿弥陀像ですが、快慶の作品に比べて表情は穏やかとなり衣文 

もやや薄めに整えられ、制作年代は快慶の時代よりも下がると 

思われます。 

この像の確かな由来はわかりませんが、言い伝えによれば徳 

川家康が、三河国大樹寺より、守り本尊として貰い受け、後に 

三河明眼寺の阿弥陀如来とともに駿府城内に安置されました。表面の色からそれぞれ「白本尊」「黒本

尊」と呼ばれ、徳川家康が死去した翌年の元和 3年(1617)に徳川秀忠より「白本尊」は宝台院、「黒本

尊」は江戸の芝増上寺に寄進されました。 

 

 

 

 

 

梅ヶ島新田の初午祭～春を呼ぶチキドンの響き～ 

まだ、寒さの抜けない３月初旬、梅ヶ島の新田集落では、初午祭というお祭りが行われます。当屋

祭、ホンビ（本日）、オリビラキの三日間にわたるお祭りで、市の無形民俗文化財に指定されている「梅

ヶ島の舞」の奉納もあります。神にお供えする神饌がソバであり、そのソバを神とともに食すること

から、別名「ソバ祭り」ともいわれています。 

当屋祭で神を招き、伝統の舞で神を歓待し、オリビラキで神を送るという祭り本来のありようを大

切に守りつつ、芸達者な方々の演し物も織り交ぜながら、賑やかなひとときを過ごす。明るい新田の

人々ならではの楽しいお祭りです。 

ホンビの昼過ぎには、チキドンという門付芸が 

繰り出します。ひょっとこや獅子に扮した若者た 

ちが、「チッキドンドン、チキドンドン、チキドン 

、チキドン、チキドンドン」という独特な太鼓の 

リズムに合わせて練り歩き、各戸を祓い清めて回 

るのです。もともとはその日の夜の余興で披露さ 

れていた舞台芸だったそうですが、いつの頃から 

か、各家を門付けて回るようになりました。 

子どもたちもチキドンを楽しみにしており、囃 

子の音が近づくと元気に外へ飛び出してきます。 

静岡市の仏像 

しずおか民俗歳時記 

静岡の魅力発見！ 

静岡の魅力発見！ 
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静岡市文化財資料館企画展「新春刀剣のささやき展」 

場所：静岡市文化財資料館（静岡市葵区宮ヶ崎町１０２） 

期間：平成２２年１月９日（土）～２月２４日（水） 

休館：月曜日、祝日の翌日 

入館料２００円 ※中学生以下、市内在住７０歳以上の方は無料 

 

静岡市埋蔵文化財センター企画展「神明山古墳群」 

場 所：静岡市埋蔵文化財センター 

（静岡市清水区横砂東町３３－２） 

期 間：平成２２年１月１７日（日）～３月７日（日） 

休 館：土曜日、祝日、第２・４・５の日曜日 

 

静岡県指定無形民俗文化財 「日向の七草祭」     

場 所：静岡市葵区日向 福田寺観音堂 

 実施日：平成２２年２月２０日（旧暦１月７日）午後６時３０分頃～ 

静岡市指定無形民俗文化財 「梅ヶ島の舞」 

場 所：梅ヶ島北部公会堂（静岡市葵区梅ヶ島５６１５） 

実施日：平成２２年３月１３日（土）午後７時頃～              

静岡県指定無形民俗文化財 「静岡浅間神社廿日会祭の稚児舞」 

場 所：静岡浅間神社（静岡市葵区宮ヶ崎町１０２） 

実施日：平成２２年４月５日（月）午後３時頃～                             稚児舞 

 

祭り・イベント情報 

静岡市文化財通信 ふちゅーるミニ 第１号  2010 年（平成 22 年）1 月 31 日発行 

担 当 課 静岡市 生活文化局文化スポーツ部 文化財課 

住  所 静岡市葵区追手町 5 番 1 号 

問合せ先  ０５４－２２１－１０６９（文化財課 文化財保護担当） 

備前の長船一門の名刀、赤羽刀、

D・J・マッケンジー氏が収集した

刀剣類を公開しています。 

出土した須恵器、大刀、馬具などを

展示しています。入館無料です。 

２月７日（日）１１時から担当者に

よるギャラリートークを開催！ 

 

有東木神楽が「全国神楽フェスティバル inひろしま」に出場しました！ 

1 月 11日、有東木芸能保存会の皆さんが、 

広島で開催された全国神楽フェスティバル 

に関東・東海ブロックの代表として出場し 

ました。有東木の皆さんは、市の無形民俗 

文化財に指定されている神楽のうち「高嶺 

の舞」「松竹梅の舞」「恵比寿・大黒の舞」 

を広島の神楽ファンの前で、堂々と披露し、 

拍手喝采を浴びていました。 

有東木の神楽は、４月 10日（土）の午後 

１時から有東木の白髭神社で奉納されます。 

ぜひお出かけください。 

 

 


