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去る６月４日（土）、葵区追手町の 

しずぎんホールユーフォニアでシンポ 

ジウム「国宝久能山東照宮の魅力に迫 

る！―徳川家康と霊廟建築―」を開催 

しました。 

昨年の今川義元をテーマにしたシン 

ポジウムに引き続き、今年も申し込み 

開始初日に募集人数いっぱいになって 

しまうほどの盛況ぶりでした。 

今回のシンポジウムは、昨年 12月 

24 日に久能山東照宮の本殿、石の間、 

拝殿が国宝に指定されたのを記念し 

て企画したものです。国宝指定以来、 

テレビや新聞等で連日のように東照宮 

関連のニュースが報道され、訪れる参拝者も倍増するなど、大きな反響を呼びました。しかし、どう

いった点が評価されて国宝になったのかといった本質的な部分については、必ずしも充分に伝えられ

てきたとはいえません。 

 そこで今回のシンポジウムでは、久能山東照宮の建造物群に徹底的にこだわる形で、５人の講師陣

を招き、久能山東照宮の文化財的な価値について検証しました。 

 基調講演をお願いしたのは大阪市立大学大学院の谷直樹教授です。谷氏は建築史、居住文化史がご

専門で、江戸時代の大工棟梁、中井大和守にも大変造詣の深い先生です。今回は「徳川家康の大工棟

梁・中井大和守正清の仕事―駿府城と久能山東照宮」という演題で、中井家の初代、中井大和守正清

の人物像に迫り、また家康に重用され、駿府においても駿府城の築城や東照宮の造営を手掛けた正清

の功績について解説していただきました。 

 それに引き続くパネラー発表では、まず文化庁文化財調査官の武内正和氏に「久能山東照宮本殿、

石の間、拝殿の国宝指定について」というテーマで、東照宮の国宝としての価値について、全国的な

事例との比較を交えながら、わかりやすく紹介していただきました。また筑波大学大学院准教授の山

澤学氏は、「久能山東照宮の成立とその歴史的特質」、NPO 法人静岡県伝統建築技術協会特任研究員の

新妻淳子氏は、「久能山東照宮における工匠の活動―駿府の工匠を中心に―」というテーマで、これま

での調査研究の成果を発表してくださいました。東照宮の成立における徳川忠長の役割や、江戸時代

を通じて東照宮の修復に携わっていた駿府の工匠、花村家の活躍など、これまであまり注目されてこ

なかった新たな視点からも、東照宮の歴史的意義について理解を深めることができたと思います。 

 いっぽう、文化庁の武内調査官からは、今後のさらなる調査研究によってさらに文化財としての価

値を高めることができるというアドバイスをいただきました。静岡市では、久能山東照宮の歴史的、

文化的な価値を磨き上げ、広くその魅力を発信していくことを目的に、今後５年間かけて総合的な歴

史調査を実施していきます。その成果は最終的に調査報告書にまとめる予定です。この通信でも随時、

調査経過を報告していきますので、楽しみにしていてください。 

    シンポジウム「国宝 久能山東照宮の魅力に迫る！」 
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本年度より文化財課の中に静岡市に関連する歴史資料の所在調査を担う資料調査部門を置くことに

なりました。事務室は文化財課と同じ静岡市役所新館 16階フロアーの西側にあり、歴史についての専

門知識をもつ職員が配置されています。 

ここでは、２市２町の合併により新たにスタートをきった静岡市の歴史文化資産の所在を再確認す

ることが当面の主な仕事になります。本市の歴史の流れを時代区分ごとに整理し、基本文献に当たり、

県史や関係市町史を洗い直し、資料の所在を求め悉皆調査を行う予定です。 

また、静岡市域の歴史は当然、市民の歴史でもありますので、「ふちゅ～るミニ」の愛読者の皆様か

らの静岡に係わる古代から今川時代、徳川時代、近現代に至るまでの各種情報の提供とご意見をお待

ちしています。皆様のお宅に古くから伝わる古文書や記録がありましたら御一報ください。すぐ駆け

つけます。今後、資料所在調査にともなう成果を本紙の中で順次紹介いたしますのでご期待ください。 

 

 

 

 

 

「教導石」とは、静岡市葵区追手町の中央警察署前、 

駿府城外堀付近にある高さ約２ｍの石碑です。明治 

時代を迎え、「富や知識の有無、身分の垣根を越え 

て互いに助け合う社会を目指す」との趣旨に賛同し 

た人達の善意をもって、明治 19年（1886）に建て 

られました。 

正面の「教導石」と大きく書かれた文字は、旧幕 

臣の山岡鉄太郎（山岡鉄舟）の筆であり、静岡市の 

歴史遺産の一つとなっています。 

「教導石」には、右側面に「尋ル方」、左側面に 

「教ル方」と書かれており、尋ねたいことを紙に書 

いて右側面に貼付すると、答えを知っている人が左 

側面に答えを書いた紙を貼付してくれるようにな 

っていました。迷子や尋ね人、遺失物の情報が「教 

導石」を使ってやり取りされていたといいます。ま 

た、「尋ル方」に回答するかたちはとっていません 

が、店舗の開業広告や演説会の通知、予防接種（種 

痘）の日時の通知などの情報を掲示板の要領で「教

ル方」に貼付していたようです。碑の上部には、静岡市（札の辻）から県内各地及び東京（日本橋）

や京都（三条大橋）までの距離が刻まれており、さまざまなことを「教え導く石」とのことから「教

導石」と名付けられました。 

 このように、当時の人々にとって重要な情報源だった「教導石」ですが、風化を防ぐために平成３

年（1991）以来となる保存修理を行うこととなりました。修理の方法ですが、まず「教導石」の表面

を洗浄し、その後石面強化剤をしみこませ、化学反応が終わったら接着材等で修復し、最後に石材撥

水剤をしみこませるという工程で行います。 

 ８月中には修理が終わりますので、以前から「教導石」について知っていた方も、この記事を読ん

で初めて「教導石」のことを知った方も、キレイになった「教導石」を、見学してみてはどうでしょ

うか。 

   静岡市指定有形文化財「教導石」を保存修理します！ 
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これまでも、文化財通信の「しずおか民俗歳時記」 

のコーナーで何度か祇園の祭日に行われる民俗行事 

を紹介してきました。子どもたちが各戸の穢（けが） 

れを祓って回るマメタク（葵区腰越）や、厄や疫病 

を手作りの小舟などに託して川へ流すナガシダイ 

（藁科地区）など、市内には様々な特徴をもった祇 

園の行事が伝えられています。 

海岸部の用宗周辺も祇園祭りがたいへん盛んな地 

域です。本来は、６月 14、15日が祭日であったと 

思われますが、ここでは、６月の第一土曜日が小坂、 

第二が石部、第三が広野、第四が用宗といったよう        石部の子ども神輿 

に祭りが順番に回ってきます。一年のうちで最も賑 

わうお祭りだといい、昔は子どもたちがそれぞれの 

祭りをはしごして楽しんでいたそうです。 

 ここでは６月 11日に石部、６月 25 日に用宗で行 

われた祇園祭りの調査報告をしたいと思います。 

祭り当日、それぞれの氏神社をたずねると、境内 

のまわりにたくさんの提灯が吊るされていました。 

静岡県中部地方では、祇園祭りに提灯を飾る所が多 

く別名「提灯祭り」とも呼ばれています。子どもが 

生まれると、その子の名前を入れた提灯を神社に奉 

納するという風習を伝える地域もあります。 

石部では午前 10時から神事が執り行われ、午後        祇園祭の夜（石部） 

から子ども神輿の巡行です。石部の神輿は、30～40 

年ほど前に地元出身者から奉納されたものです。２ 

台の神輿があり、子どもたちが男神輿と女神輿に分 

かれて、町内を練り歩きます。 

 用宗も神輿が出ます。こちらは昔ながらの樽（た 

る）神輿で、樽の周りには杉の葉と色とりどりの造 

花が飾り付けられていました。今でこそ子どもたち 

が中心の行事になっていますが、かつてはこの樽神 

輿を青年が練りまわしていたそうです。 

 市内の祇園祭りのもう一つの特徴は、花火が盛大 

に打ち上げられる所にあります。祇園祭りは、夏に 

むけて厄や疫病を払うための行事です。そこへもと        用宗の子ども神輿 

もと厄払い、鎮魂といった目的で打ち上げられるこ 

との多かった花火が結びついたのでしょう。 

 石部も用宗も、昔からこの日の夜の花火の打ち上げは盛大なものでした。とくに用宗の花火は、安

倍川花火や軍神社（駿河区曲金）の花火とならび称されるほどだったといいます。かつては、花火の

打ち上げなど、祭りいっさいの運営を青年団に任せていました。若者にとっては、祭りを通して地域

社会のありかたを学ぶ機会ともなっていたのです。 

 

    海の民俗誌調査報告―祇園（ぎおん）祭り― 
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北条早雲と宗長 

 今回は今川氏６代当主義忠、７代氏親の時代に活躍した２人の人物を紹介したいと思います。 

 まずは北条早雲（伊勢新九郎盛時）から。前号でも紹介しましたが、早雲は今川義忠の妻北川殿の

兄弟で、のちに関東へ進出して戦国大名のさきがけとなった人物です。北川殿の子である氏親の家督

継承にあたって重要な役割を果たしました。 

 氏親が家督を相続してからは、参謀役として遠江から三河へ、また関東へと進出し、今川氏の勢力

拡大に貢献します。そうした早雲の活躍もあって、氏親は永正５年(1508)に遠江国守護に任じられ、

３代以降、斯波氏の手に渡っていた遠江国を再び手中に収めるのです。 

また、氏親の家督相続に大きな功績をあげた早雲は、その恩賞として興国寺城（沼津市 一説には

富士市の善得寺城とも）を預けられ、関東進出の足掛かりを築きます。明応２年(1493)には堀越公方

足利茶々丸を攻め、それを期に伊豆へ、さらには相模へと勢力を拡大していきました。 

このように関東で独自の地位を築き上げた早雲ですが、自身はあくまで今川氏親の後見としての立

場を貫きとおしていたようです（『静岡県史』通史編８・中世ほか）。没年は永正 16年(1519)。ちょう

ど今川義元が生まれた年と重なります。 

市内に早雲との所縁を伝える場所は、ほとんど残っていません。八幡山（駿河区）が、かつて早雲

が居城を構えた所であると伝えられていますが、根拠となる史料は見つかっていないようです。 

 次に連歌師宗長を紹介しましょう。宗長は文安５年(1448)に現在の島田市の鍛冶職の家に生まれた

とされています。 

 18歳で出家し、その頃から今川義忠に仕えるようになりました。文正元年(1466)には義忠を訪ねた

連歌師宗祇の案内役を務めます。この出会いをきっかけに京都に出て、宗祇のもとで連歌を学び、ま

た一休宗純のもとで禅の修行をすることになるのです。 

連歌とは、複数の作者によって和歌を交互に詠み続ける文芸のひとつです。室町時代に大流行し、

武将や公家の嗜みとして親しまれるようになりました。宗祇や宗長たち連歌師は、京の公家や武将だ

けでなく地方の権力者にも請われて、各地を旅しながら連歌会を催しました。宗長は、戦国期を代表

する連歌師として活躍する一方、連歌の旅で培った人脈から、今川氏の外交官的な役割をも担うよう

になります。例えば京都の公家や幕府の上級武士との連絡、駿府を訪ねた文化人の接待、また戦国大

名との交渉役なども務めていたようです（鶴崎裕雄著『戦国を往く連歌師宗長』角川書店ほか）。 

 永正３年（1506）、宗長は丸子泉ヶ谷（駿河区）に柴屋軒という草庵を結びます。今の吐月峰柴屋寺

です。静かな佇まいの名刹で、庭園は国の史跡、名勝に指定されています。柴屋寺は、その他にも宗

長の木像や画像など多くのゆかりの品々を所有しており、戦国時代の静岡を知る上で大変重要なお寺

であるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＪＲ島田駅北口にある宗長の碑             宗長像（柴屋寺） 

   今川氏ゆかりの地をたずねて その６ 

静岡の魅力発見！ 
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中野観音堂 千手観音立像 平安時代中頃 静岡県指定文化財 

本像は井川の中野地区の観音堂に安置されています。像は長い時代を経てかなり傷みのひどい状態

でしたが、平成 21年に修理が行われ、造立当初を思わせる姿に復元されました。高さは約 130cmで、

両手の肘から先を除いて、頭からほぼ全体を一つのヒノキ材で彫る「一木造（いちぼくづくり）」で、左

右の肩から袖形の材を矧（は）いでいます。 

現在は頭に 11の仏面と 1つの化仏を載せ、手は左右の両脇に

各 20 本、胸前で合掌するものと腹前で宝鉢（ほうはつ）を載せ

るものを含めて 44本となります。下半身に裳（も）または裙（く

ん）と呼ばれる衣を着け、左肩から右脇腹へ条帛（じょうはく）

というタスキのような衣を垂らし、両肩には天衣を掛けていま

す。両方の脇手は一材にまとめられた二の腕に肘より先の部分

が矧ぎ付けられ、背後から見るとあたかも大きな袖からたくさ

んの脇手が出ているようにも見えます。 

像は穏やかな顔の表情や、衣文（えもん）の彫り等も浅い一方

で、下半身等の体つきにはボリュームが残されている点から、

作られた時期は平安時代の中頃、10 世紀の後半から 11 世紀に

かけてと考えられています。 

像の由来はわかりませんが、伝承では村人が里芋を食べなが

ら背負って運んだとされ、今でもお祭りのときには参拝者に焼

いた里芋に味噌をつけた「芋田楽」がふるまわれます。 

この像は毎年 1月 6日のお祭りの日に開帳されます。 

 

 

 

 

  魚釣り祭り（葵区田代） 

大井川最奥の集落、田代に「ヤマメ祭り」という行事が伝 

えられています。観光イベントと勘違いされてしまいそうな 

名称ですが、実際は伝統を重んじる民俗学的にも大変貴重な 

行事です。 

「ヤマメ祭り」は、毎年８月 26、27日に行われる田代諏 

訪神社例大祭の別称です。ヤマメ（学術的にはアマゴである 

が、地元ではヤマメと呼んでいる）の腹に粟（あわ）を詰め 

たヤマメずしが神前に供えられることから、「ヤマメ祭り」 

と呼ばれています。ヤマメずしに使う粟を昔ながらの焼き畑 

で栽培するなど伝統的な山村文化が色濃く残されており、平 

成 17年には県の無形民俗文化財に指定されました。 

さて、今回紹介する「魚釣り祭り」は、例大祭に先立ちヤ 

マメを捕獲する行事です。 

８月 20日の早朝、その年の当番組の人々が田代よりもさ 

らに大井川を遡った明神谷に向かいます。明神谷は、普段は 

漁を固く禁じられている神聖な谷です。当番組の人々は、こ 

静岡市の仏像 
静岡の魅力発見！ 

しずおか民俗歳時記 
静岡の魅力発見！ 
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の日の正午までに明神谷のヤマメを 35匹以上、釣りあげなければなりません。最近は聖域を犯して釣

りに入る余所者が増えたため、祭りに必要な数のヤマメを確保するのに苦労するようになりました。 

正午からは、明神谷の「カヤゴヤ」という場所に集まって魚釣り祭りを執り行います。２ｍほどの

長さの雑木を三本脚に組んだカークラと呼ばれる神座にヤマメを吊るし、大漁を神に感謝するのです。

ここで神饌となるのはヤマメのハラワタを味噌であえた塩辛で、神事を終えると参列した人々にも振

舞われます。 

ヤマメは、その日のうちに持ち帰り、ヤマメずしを作る８月 25日まで諏訪神社の宮司宅で塩漬けに

して保管されます。 

魚釣り祭りでは、ヤマメをつつむ防腐剤として酸味のあるイタドリの葉、ヤマメを包むためにツガ

の木の皮、縄としてシナの木の皮が使われます。古風な捕獲儀礼を伝えているという重要性とともに、

身近な自然を巧みに利用してきた山の人々の生活の知恵が詰まった祭りとしても高く評価されてよい

行事です。 

 

 

 

 

                              猿まわし（猿曳き）と言えば「反 

省ザル」の太郎と次郎を思い出す方 

も多いのではないでしょうか。口上 

や太鼓の囃子に合わせて猿に芸をさ 

せる大道芸のひとつです。実は戦後 

一度途絶えていたのですが、昭和 50 

年代に「周防猿まわしの会」が復活 

させました。 

 もともと猿には馬の守護神である 

という信仰がありました。中世の絵 

巻物には厩（うまや）につながれた 

猿の姿が描かれています。そうした 

風習をもとに、猿を連れた祈祷師が 

武家の厩を回って厄除けをするよう 

になり、さらには大道芸化して猿に 

芸をさせる者も現れました。 

 東海道図屏風にも、藤沢宿（神奈川県藤沢市）と藤川宿（愛知県岡崎市）の２箇所に猿を曳く人物

が描かれています。 

 図は、藤川宿に入ろうとしている二人の猿曳きの姿です。一人は縄でつないだ猿を連れ、もう一人

は猿を背負っています。 

猿曳きがやって来たことに気づいたのでしょう。屋敷から顔を出す女性や子どもを連れて見物する

人の姿も描かれています。東海道図屏風が描かれた近世初期には、各地を転々と旅しながら芸を披露

する猿まわしがいたことをうかがわせます。 

いっぽう藤沢宿の猿曳きも二人連れです。こちらはハイカラな衣装を身につけた人物が、宿場の人々

の注目をあびながら猿を連れて歩いています。 

ところで江戸時代の駿府にも猿屋町という町があって、猿曳きを職とする人々が住んでいました。

江戸時代後期に編まれた『駿国雑志』には、大変詳しい猿曳きの記述がみられます。それによれば、

駿府の猿曳きは１月、５月、９月に城中や諸家の厩を回り、衣装を身につけた猿が歌に合わせて踊り

を披露していました。 

 東海道図屏風に描かれた人々③ ～猿まわし～ 
静岡の魅力発見！ 
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トロベーからの耳より情報！ 
 

 

みんな暑さにまけず、元気に過ごしているかな？ 

登呂遺跡では、田植えの作業も終わって、稲がすくすく育っているよ。 

いよいよ楽しい夏休み！ぜひ登呂遺跡にも遊びに来てね！ 

博物館では、企画展「登呂遺跡発掘物語」をやっているよ！ 

太平洋戦争を乗り越えて、懸命に復興しようとしていた日本の人々に 

明日への希望を与えた登呂遺跡の発見。それにまつわる物語に 

ついて、一緒に勉強してみよう！ 

 

企画展「登呂遺跡発掘物語」 期間：平成 23年７月９日（土）～９月４日（日） 

※展示解説を 7月 17日(日)、8月 7日(日)，21 日(日)のいずれも午前 11時からと午後 2時から行います。 

＜そのほかのイベント＞ 

夏休み自由研究お助け隊  平成 23 年８月 11 日（木）～８月 14 日（日） 

  小中学生の夏休みの自由研究を手助けするため、学芸員が弥生時代の文化や稲作について 

図書コーナーを活用してアドバイスします。直接会場へお越しください！ 

とろむら体験フェスティバル  平成 23年８月 28日（日） 

  土器、土笛、石器、アクセサリーなどのものづくり、火起こし体験などができます。 

   問い合わせ：静岡市立登呂博物館（駿河区登呂５丁目１０番５号） ℡０５４－２８５－０４７６ 

 

 

 

 

駿府城豆知識  その５ 

駿府城跡の二ノ丸にも御殿が建っていました。 

『なおりその記』によれば二ノ丸の北東側（現 

在駿府公園の茶室部分）と西ノ丸とよばれる南 

西側（現在の富士見広場）のそれぞれに御殿が 

あったとされています。それぞれを、二代将軍 

徳川秀忠が駿府に滞在した時の御殿と徳川頼宣 

（家康十男・駿府城主のち紀州徳川家の祖）の 

御殿とする説と、徳川頼宣と徳川義直（家康九 

男・尾張徳川家の祖）の御殿と考える説とがあ 

りますが、正確な記録は見つかっていません。 

いずれにしろ、二ノ丸に二つの御殿が存在し      二ノ丸北東部分発掘調査状況写真 

たといわれていました。 

平成９年～平成 10年にかけて二ノ丸北東部分の発掘調査が行われ、御殿跡と台所跡と思われ

る礎石建物跡が発見され、二ノ丸北東部分には御殿が存在したことが実証されました。一方、平

成 17年～平成 18年に二ノ丸南西部分（西ノ丸）で発掘調査が実施されましたが、残念ながら御

殿等の建物跡は確認できませんでした。これは、明治時代以降に地表が完全に削られて残ってい

ないのか、もともと御殿が存在しなかったのか、今後、議論を呼ぶことになるでしょう。 

（つづく） 

 

中仕切

り 

台所跡 

御殿跡 
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平成２３年「静岡市文化財展」 
 

 

 

 

 

 

＜第 1期＞ 平成 23 年７月 17 日（日）～平成 23年８月 11日（木） 

会  場：静岡市埋蔵文化財センター（清水区横砂東町 33－２） 

開館時間：午前９時～午後４時 30分 

（土・祝日休館、日曜日は第 1・3週のみ開館） 

＜第２期＞ 平成 23 年８月 18 日（木）～平成 23年８月 24日（水） 

会  場：静岡市民ギャラリー（静岡市役所本館１階） 

開催時間：午前 10時～午後５時（最終日は 13時まで） 

※８月 20日(土)午前 10時 30 分からギャラリートークも開催します。 

※いずれの会場も入場無料です。 

埋蔵文化財センター夏休み講座 

場  所：静岡市埋蔵文化財センター（清水区横砂東町３３－２） 

日  時：平成 23年８月７日（日）午前の部 ９時 30分～12時 

                 午後の部 13時 30分～16時 

参 加 費：無料 

申し込み：７月 26日～８月５日に電話・ＦＡＸ（054‐367-9436）で埋蔵文化財センターへどうぞ 

 

国指定重要無形民俗文化財 「有東木の盆踊り」     

場 所：東雲寺（葵区有東木） 

 実施日：平成 23年８月 14 日（日）・15日（月） 

     いずれも午後７時頃から 雨天中止 

 ※なお、「有東木の盆踊り」の体験教室も実施しています。 

詳しくは文化財課までお問い合わせください！ 

 

第８回 夜っぴとい神楽 in玉川 

場 所：静岡市立玉川小学校 特設神楽殿 

 実施日：平成 23年９月 11 日（日）13時～20時 

  駿河神楽を伝承する各保存団体が一堂に会し、自慢の舞を披露します！   第６回夜っぴとい神楽 in清沢の様子 

 

祭り・イベント情報 

勾玉作りや、粘土でミニ埴輪作り、

縄文ポシェット作りなどに挑戦で

きます。それぞれ定員がありますの

で、お早めに申込みください！ 

 

 文化財課の事業成果を市民の皆さんに知っていただくために、毎年実施している文化財展。今年も埋蔵文

化財センターと静岡市民ギャラリーの２会場で開催します。 

 今年は、一丁田遺跡やケイセイ遺跡などの発掘調査で出土した遺物の展示や、「静岡のはにわ」というテ

ーマで企画展示も予定しています。また埋蔵文化財センターでは、8 月 7 日に夏休み講座も開催いたします

ので、ぜひご参加ください。 

 

 

静岡市文化財通信 ふちゅーるミニ 第７号  2011 年（平成 23 年）7 月 27 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） 

※静岡市ＨＰからも配信しています。文化財課のページをご覧ください。 http://www.city.shizuoka.jp/ 


