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１０１０１０１０周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業委員会委員会委員会委員会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    会員会員会員会員のののの寄稿寄稿寄稿寄稿 

２２２２    １０周年記念事業の進捗状況      １１１１４４４４    古文書は頭の体操です 

運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ                    
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学習会学習会学習会学習会        
真田雅行 

８８８８    学習会の感想(アンケート結果) 金沢金沢金沢金沢にににに残残残残るるるる説話説話説話説話 

分科会代表分科会代表分科会代表分科会代表からのからのからのからの便便便便りりりり     １１１１８８８８ 富岡の女体権現社 

１０１０１０１０    金沢区に関する古文書資料編纂状況     
熊谷 哲・岡本茂男 
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行事予定行事予定行事予定行事予定 
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平成平成平成平成 20202020(200(200(200(2008888))))年年年年 11111111 月月月月    

ホームページホームページホームページホームページ:::: http://wanokai.web.infoseek.co.jp////    メールメールメールメール: : : : kanazawa_wanokai@infoseek.jp    

““““わわわわ””””のののの会会会会１０１０１０１０周年記念周年記念周年記念周年記念    

『『『『金沢区民歴史講演会金沢区民歴史講演会金沢区民歴史講演会金沢区民歴史講演会』『』『』『』『記念記念記念記念パーティーパーティーパーティーパーティー』』』』    

をををを盛大盛大盛大盛大にににに開催開催開催開催    
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10101010 周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況    
 

『『『『金沢区民歴史講演会金沢区民歴史講演会金沢区民歴史講演会金沢区民歴史講演会』』』』およびおよびおよびおよび 

    『『『『１０１０１０１０周年記念周年記念周年記念周年記念パーティーパーティーパーティーパーティー』』』』がががが盛大盛大盛大盛大にににに開開開開かれるかれるかれるかれる 
記念講演記念講演記念講演記念講演････記念記念記念記念パーティパーティパーティパーティ実行委員長実行委員長実行委員長実行委員長    岡本茂男岡本茂男岡本茂男岡本茂男 

 

金沢区民歴史講演会金沢区民歴史講演会金沢区民歴史講演会金沢区民歴史講演会 

 

１０周年記念事業の目玉と

して計画された金沢区民歴史

講演会が１１月８日（土）横浜

市立大学カメリアホールにお

いて開かれた。参加者は一般公

募の区民を含め３００名を超

える盛会となった。 

冒頭、金沢区長石井洋一氏か

らお祝いのお言葉をいただい

たことは、会としても喜ばしい

ことであった。講演は、県立金

沢文庫学芸課長西岡芳文氏お

よび横浜開港資料館主任調査

研究員西川武臣氏の両氏によ

る六浦ミナトから現代横浜港

に至る港の変遷で、大変興味深

いものであった。参加者も大い

に感銘を受けたものと思われ

る。講演の間には金沢区内の団

体である『岩崎竜一＆ハマ・ア

イランダース』によるハワイア

ンバンドのアトラクションも

あり講演に花を添えた。 

プログラム最後の“わ”の会

代表挨拶では、わの会は今後と

も区民の皆様とのつながりを継続し、共に金沢

の歴史を学んで行くことを述べた。その内容は、

当日配布のプログラムに折り込んだ「ごあいさ

来賓来賓来賓来賓のののの金沢区長金沢区長金沢区長金沢区長    

石井洋一氏石井洋一氏石井洋一氏石井洋一氏    

講師講師講師講師のののの金沢文庫金沢文庫金沢文庫金沢文庫    

西岡芳文氏西岡芳文氏西岡芳文氏西岡芳文氏 

講師講師講師講師のののの開港資料館開港資料館開港資料館開港資料館    

西川武臣氏西川武臣氏西川武臣氏西川武臣氏    
岩崎竜一岩崎竜一岩崎竜一岩崎竜一    ＆＆＆＆    

ハマハマハマハマ････アイランダースアイランダースアイランダースアイランダース    

満員満員満員満員ののののカメリアホールカメリアホールカメリアホールカメリアホール    
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つ」に記しましたので、そのままの形で囲み記

事として掲載します。 

この講演会を成功裡に開催できたのは多く

の会員、特に各分科会の代表をはじめ会員の献

身的な奉仕により実現出来ましたことをご報

告すると共に皆様方に感謝申し上げます。 

ごごごご    ああああ    いいいい    ささささ    つつつつ 
本日は、「金沢区民歴史講演会」にご来場をいただき感謝申し上げます。本年は金沢

区生涯学習“わ”の会創立１０周年、また金沢区制６０周年と重なり、当会にとって

も記念すべき年となりました。今はその面影もない姿に変貌してしまった金沢の地の

ことを広く区民の方々にも知っていただきたく、いにしえの金沢の湊を起点として横

浜が近代的港として発展していく様などを、広く研究されているお二人の先生をお招

きし、来賓の方々、会員および多数の区民の皆様に向けてこのように大きな講演会が

開催できましたことに感激を覚えております。 

 

“わ”の会は平成１１年に「金沢の歴史を学ぶことを軸として、豊かな生き甲斐づ

くりを推進する」を目的とし、金沢区のご支援をいただきスタートしました。以来、

多くの先生方から鎌倉幕府との深いつながりから始まり、今日の近代的な街になるま

での金沢の歴史を学んで参りました。 

 

最近は、歴史の街、緑の街、海の街であるこの金沢を区民の皆様とともに更に探究

してゆくための公開講演会を企画したり、昨年は金沢の歴史に出てくる事柄をまとめ

た『かねざわの歴史事典』を刊行し、学んで得たものを区民の皆様に還元させたいと

の思いで、区内の小・中・高・大の学校、図書館、地区センターに寄贈するとともに、

区民の皆様にも実費にて配布させていただきました。 

 

これからも当会では区民の皆様とともに歴史の探究を進め、また得たものを区民の

皆様に還元してまいる所存です。具体的には次の事項を計画しております。 

 

１．毎年１回、区民の皆様に対し特別公開講座を開催していますが、これを継続し

てまいります。 

 

２．昨年刊行した『かねざわの歴史事典』の補訂版刊行を目指し、作業を進めてお

ります。 

 

３．横浜開港資料館との協働事業として“地域資料を読む”に取り組み、金沢区内

に残る旧家等の古文書を解読し、歴史資料としての刊行を目指しております。 

 

４．日々見慣れた風景も、刻々変化しています。その姿を後世の人たちに残すべく

「変わりゆく横浜・金沢の風景」を選定し、ホームページ上で公開するための

作業を進めております。 

 

“わ”の会は、歴史を学ぶ活動を通じ、会員の地域でのよりどころとする他、多く

の方々の「生き甲斐」「充実した生活の実現」等に寄与できるよう頑張ってまいります。

今後とも皆様方のご支援、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

  

                平成２０年１１月８日 

                金沢区生涯学習“わ”の会 代表 岡本茂男 
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１０１０１０１０周年記念周年記念周年記念周年記念パーティーパーティーパーティーパーティー    

    

講演会終了後、講演会会場のカメリアホール

に隣接する大学構内別棟のシーガルホールに

場を移して、１０周年を記念するパーティーを

開催した。会員をはじめご招待をした区内の神

社・寺院関係者、郷土史研究グループ代表、さ

らには駆けつけた OB･OG など約７０名の参

加となった。 

開会に当たり横浜郷土史団体連絡協議会木

村昭太郎会長からお祝いの言葉をいただいた。 

その後のパーティーでは、“わ”の会の学習

会でたびたび講演を戴いているおなじみの先

生、“わ”の会創設以来の会員、“わ”の会を卒

業したＯＢ・ＯＧ、今年から参加の新会員など

が会場のあちこちに集まり、ＯＢ・ＯＧ同士や

会員との間で安否を確認しあったり、10 年間

の思い出話に花を開かせたり、わの会の現状や

今後を論じたりで、にぎやかな会場となった。 

あっという間の 2時間で、懇親の実を上げ盛

会裡にお開きとなった。 

このパーティーの開催にも会員の方々にお

世話になりました。会場の確保、参加募集、料

理手配、当日の司会進行、会計などを手際よく

担当いただきました。関係の皆様方に感謝申し

上げます。 

 

 

来賓来賓来賓来賓のののの挨拶挨拶挨拶挨拶    

来賓来賓来賓来賓のののの挨拶挨拶挨拶挨拶をををを述述述述べるべるべるべる横浜郷土史団横浜郷土史団横浜郷土史団横浜郷土史団

体連絡協議会会長体連絡協議会会長体連絡協議会会長体連絡協議会会長    木村木村木村木村昭昭昭昭太郎氏太郎氏太郎氏太郎氏    

乾杯乾杯乾杯乾杯    来賓来賓来賓来賓のののの酒井宣子氏酒井宣子氏酒井宣子氏酒井宣子氏ららららとととと歓談歓談歓談歓談    

来賓来賓来賓来賓のののの横浜歴博横浜歴博横浜歴博横浜歴博    

斉藤斉藤斉藤斉藤    司氏司氏司氏司氏    
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「「「「補訂版補訂版補訂版補訂版かねざわのかねざわのかねざわのかねざわの歴史事典歴史事典歴史事典歴史事典」」」」編集編集編集編集のののの現現現現況況況況    

かねざわのかねざわのかねざわのかねざわの歴史事典編集委員長歴史事典編集委員長歴史事典編集委員長歴史事典編集委員長    熊谷熊谷熊谷熊谷    哲哲哲哲    

    

『かねざわの歴史事典』は“わ”の会の全員

の｢手作りの事典｣です。掲載項目の選定､説明

文と付属資料の作成､表紙や版下作りまで全て

会員自身の手に成るもので､印刷と製本のみを

外注したものです。外部権威者のご厄介になっ

たこともなく､正に｢手作り｣でした。残念なが

ら昨年発刊後不適切な個所が見付かり､本年改

訂文を配布しました。執筆に当った会員の金沢

への愛着や歴史認識の深まりは事典刊行の隠

れた成果でもありました。 

発刊後､“わ”の会の内外有識者の示唆もあ

り、“わ”の会の 10 周年記念事業の一環とし

て｢補訂版｣の発行を行うことになりました。趣

旨は､ 

① 現事典では掲載項目を概ね戦前とした

が､戦後 60 年を超えたこともあり､昭和期の出

来事を加える(平成期の重要な事象も検討)  

② 金沢に残る伝承や地名も今のままでは

消え去ってしまうので出来るだけ取り込み､記

録に残す  

③ 中世以来の金沢地域の支配体制を分り

易い資料にまとめる  

④ 金沢に関連の深い武家の略系図を金沢

の視点で描く､ 

などです。このため新たに編集委員会を設け､

旧委員を特別委員として指導を仰ぎながら作

業を開始しております。『補訂版かねざわの歴

史事典』の発刊を平成 22 年(2010)早期に予定

して進めています。 

本年 4 月 5 日の第 1回の委員会以来、10 月

7 日まで 7 回委員会を開催。上記趣旨に沿い､

公私の資料について区役所や土木事務所など

の支援も受けながら､委員の精力的且つ広範な

調査の結果、7 月末に新規追加項目約 120件･

現事典の項目で加筆や修正すべきもの約 80件

(新規分の説明文作成の進展により件数の大幅

な増加も予想)を選定しました。これを元に先

ず新規項目の説明文作成に着手することにし

ました。分科会｢寺社を巡る会｣からは代表をは

じめ 10 名近くの極めて強力な支援や運営委

員･専門委員会委員･有志の協力もいただき、現

委員を核にした 4 グループを結成し､8 月から

説明文の作成作業を開始しております。委員は

じめ各メンバーは張り切って作業を進めてお

ります。説明文は､複数の資料についての充分

な調査を元に｢自分の言葉で書く｣ことを基本

的大原則とし､現事典の説明文作成時の伝統を

頑なに守って参ります。今冬には文案作成の峠

を越え､各説明文の整合(レベリング)を図り､

来春にはまとめられる見込みです。 

今後の作業として､現事典への加筆修正や付

属資料の作成･年表の修正(内外の重要事象の

追記)などを進めます。これらの作業は調査や

原案作成に非常な努力や工夫が必要なことが

予想されます｡各委員協力して強力に推進して

参ります。また作業項目毎の予定を設定して計

画的に進める予定です。 

お気付きのことがありましたら何なりとご

指摘･ご提言下さいますようお願いします。 

 

付記：現委員は次の通り：熊谷哲(委員長)､小

俣悦男(副委員長)､松本和俊､山田務､石井弘､

中島勇 ､鈴木勇夫 ､小山信二､鈴田祥代。
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「「「「変変変変わりゆくわりゆくわりゆくわりゆく金沢金沢金沢金沢のののの風景風景風景風景」」」」試行試行試行試行公開公開公開公開をををを始始始始めるめるめるめる    
風景発足委員長風景発足委員長風景発足委員長風景発足委員長    高橋好一高橋好一高橋好一高橋好一 

 

豊かな海と緑の自然環境、鎌倉

時代から続く伝統ある文化、そし

て今、県下随一の産業団地と若者

に人気のシーサイドをもつ、わが

ふるさと金沢。この金沢の風景を

記録にとどめて、次世代へつなげ

ていきませんか！ 

 “わ”の会創立１０周年記念

事業として提案し、この事業を

「形」にしようと委員会の皆さん

で話合いを進めてまいりました。

このたびおおよその「形」が出来

てきましたので、“わ”の会会員

の皆様へご紹介し、ご参加・ご協

力をいただこうと思います。現在

は試行中ですが、皆様とご一緒に、

より楽しい価値あるものに創り

あげてゆきたいものです。 

今、わが金沢にある風景、それ

が自然のものであれ、人工のもの

であれ、また名所旧跡で有名なも

のであれ、特に名のあるものでは

なくとも、それが今の金沢にあっ

て、後世へ伝えたい風景を探して

くれませんか。奥ゆかしい旧家、地名変更で既

に住所には使わない旧地名などを記した信号

機など、あなたの身近を探してくれませんか。 

この事業は、インターネット上に展開します。

今のところ書籍の形にすることは考えていま

せんが、いずれ節目の年には単行本にすること

も、皆さまと一緒に考えてみましょう。まずは、

次のホームページ(HP)を開いてみて下さい。    

http://kanazawa-wanokai.in.coocan.jp/LSK/

index.html  

すると『変わりゆく横浜・金沢の風景』とタイ

トルが出てきます。これが制作した HPです。

タイトルの下に記した手順に従って、今まで委

員会が制作した幾つかの「風景写真」を見て下

さい。写真の下には「説明」文が書かれている

ものもあります。さらにもっと知りたい方やそ

の場所へ行ってみたい方には、参考資料や地図

も示します。 

“わ”の会会員の皆さま方へお願いしたいこ

と、それは６つあります。 

上空上空上空上空からからからから見見見見たたたた金沢金沢金沢金沢のののの全景全景全景全景    ((((出典出典出典出典：：：：グーグルアースグーグルアースグーグルアースグーグルアース))))    

このこのこのこの中中中中のののの風景風景風景風景のののの移移移移りりりり変変変変わりをわりをわりをわりを記録記録記録記録しますしますしますします    

称名寺称名寺称名寺称名寺のののの姿姿姿姿もももも日日日日々々々々変化変化変化変化していますしていますしていますしています    

現在現在現在現在、、、、反橋反橋反橋反橋はははは改修工事中改修工事中改修工事中改修工事中でそのでそのでそのでその姿姿姿姿はありませんはありませんはありませんはありません    
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① とにかく、HP にアクセスして

「風景写真」をご覧になって下さい。 

② 「風景写真」に「説明」文が書

かれていないものは、何か文章を考

えて下さい。 

③ ここにない金沢の風景はもっ

とたくさんある筈です。それを写真

に撮って送って下さい。デジカメ写

真なら後で述べるアドレスへ、フィ

ルム写真なら委員長自宅住所へ手

紙で、それぞれ送って下さい。必ず

お名前とおおよその撮影日時・撮影

場所を書き添えて下さい。HPに掲載

する判断は委員会にお任せ下さい。特に個人宅

のような場合は委員会からご承認を戴いて掲

載します。戴いた写真類はお返ししませんので、

ご了承下さい。 

④ カメラをお持ちで無い方でも、あそこは是

非記録しておいた方がよいと思われる被写体

とかアングルをご存知でしたら、教えて下さい。 

⑤ このＨＰを、もっと見やすく活用しやすい

ようにするには、どんな点を変えてゆけばよい

でしょうか？あなたのお知恵を教えて下さい。 

⑥ そして、あなたも委員会のお仲間になって、

私たち委員と一緒にこの記念事業を進めてみ

ませんか？ 

 

写真写真写真写真のののの送送送送りりりり先先先先    

電子メール：  

lsk2008@nifmail.jp  

 郵送： 

〒236-0052 金沢区富岡西 4-70‐5 

    高橋好一 

    

『『『『““““わわわわ””””のののの会会会会 10101010 年年年年のののの歩歩歩歩みみみみ』』』』のののの｢｢｢｢会員会員会員会員のののの声声声声｣｣｣｣寄稿募集寄稿募集寄稿募集寄稿募集をををを開始開始開始開始    
                                        10101010 年年年年のののの歩歩歩歩みみみみ編集委員長編集委員長編集委員長編集委員長    金間誠一金間誠一金間誠一金間誠一    

    

本年度の学習会も終盤に近づきましたので、

記念誌発行の準備作業を具体的に開始しまし

た。10 月の学習会では、会員の皆様に、“わ”

の会 10 年の節目に当たって皆様の思いをした

ためた「会員会員会員会員のののの声声声声」の執筆をお願いしました。

これは全全全全会員会員会員会員のののの提出提出提出提出がががが原則原則原則原則で、締締締締めめめめ切切切切りはりはりはりは 12

月末月末月末月末としておりますので宜しくお願い申し上

げます。字数字数字数字数はははは４００４００４００４００字程度字程度字程度字程度です。 

11 月の学習会では多数の｢会員の声｣の寄稿

が頂戴できるのではないかと期待しておりま

すが、11 月で本年度の学習会は終了ですので、

それ以後の寄稿先は下記となります。 

 

寄稿寄稿寄稿寄稿のののの送送送送りりりり先先先先 

電子メール： 

    kanazawa_wanokai@infoseek.jp 

郵送： 

〒236-0005 金沢区並木 3-3-2-103  

小岩 克介 

FAX： 

045-783-0474 

八景島八景島八景島八景島のののの遠景遠景遠景遠景もももも一変一変一変一変ししししそうそうそうそう。。。。    

国道国道国道国道 357357357357 がががが延長延長延長延長されるとこのされるとこのされるとこのされるとこの風景風景風景風景もももも変変変変りますりますりますります    
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学習会学習会学習会学習会のののの感想感想感想感想（（（（アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果））））    

第第第第４４４４回学習会回学習会回学習会回学習会    「「「「兼好法師兼好法師兼好法師兼好法師とととと鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉・・・・金沢金沢金沢金沢」」」」 

開催日：2008 年 8 月 30 日  

講 師：県立金沢文庫主任学芸員 永井  晋 氏 

出席者：88 名(ビジターなし） 会員の参加率：74% 

 

 

○ 兼好の別の面を再発見、新しい兼好像が良くわかった。 

○ 真実と推測の区別が難しく、史実への反論の話は興味

深い。 

○ シニカルな検事論告を聞いているようにも感じられ

た。 

○ 金沢文庫の資料にある「兼好」と兼好法師は別人とは

驚きでした。 

○ 通説にはない資料の裏読みは興味深い。 

○ 中世の新しい見方や、吾妻鏡についてお話を聞きたい。 

 

    

第第第第５５５５回学習会回学習会回学習会回学習会    「「「「中世の洲崎・町屋について」」」」 

開催日：2008 年 9 月 13 日  

講 師：郷土史研究家 盛本 昌広 氏 

出席者：88 名(ビジター3 名を含む） 会員の参加率：74% 

 

○ 詳しい説明で内容がよく理解できた。龍華寺の歴史

と重要さが良くわかった。 

○ 横浜・川崎の地形にまつわる上杉と金沢の関係に印

象が深い。 

○ 山内、扇谷上杉氏、大田道潅についての話が印象に

残る。 

○ 金沢区の治世、勢力の変遷が面白かった。 

○ 姓と名字の違い、庄・郷・村・字の違いが興味深か

った。 

○ 今回の講演の後半予定の分をぜひ聞きたい。 

○ 中世から戦国時代の久良岐郡の話を聞きたい。 
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第第第第６６６６回学習会回学習会回学習会回学習会((((講義講義講義講義とととと探訪探訪探訪探訪))))        

「「「「金沢金沢金沢金沢のののの水辺水辺水辺水辺のののの移移移移りりりり変変変変わりわりわりわり    －－－－金沢地先埋立金沢地先埋立金沢地先埋立金沢地先埋立－－－－」」」」 

開催日：2008 年 10 月 24 日  

講 義：全国みなと会事務局長 田中 常義 氏 

探訪(金沢水再生センター・三菱重工㈱横浜製作所金沢工場)：探訪実行委員会 小俣 悦男 氏 他 

出席者：68 名(ビジター1 名を含む） 会員の参加率：57% 

 

 

○ 生活に密着した下水処理の最新施設・技術を見学でき

た。大変良かった。 

○ センター長の的確な話し振りが印象に深い。 

○ 水再生センター・三菱重工ともに大変勉強になりまし

た。ガイドの方に感謝したい。 

○ 現物を見ながらの勉強は楽しい。微生物の働き、ター

ビンの大きさ、風車の大きさ、うなり音には迫力あり

ました。 

○ 田中講師のスライドと資料による説明で講演はよく

理解できた。 

○ 金沢の移り変わり、埋立ての事の次第が良くわかった。 

○ 時間不足と講演が聞き辛かった。 

○ 埋立の苦労話など更に伺いたい。 

○ 探訪で、地域の会社、工業団地の会社等、金沢区のことをもっともっと知りたい。 

○ 探訪資料が素晴らしい。 

 

微生物微生物微生物微生物によるによるによるによる浄化実験浄化実験浄化実験浄化実験    

((((金沢水再金沢水再金沢水再金沢水再生生生生センターセンターセンターセンター))))    

巨大風車巨大風車巨大風車巨大風車    

((((三菱重工横浜製作所金沢工場三菱重工横浜製作所金沢工場三菱重工横浜製作所金沢工場三菱重工横浜製作所金沢工場))))    
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金沢区金沢区金沢区金沢区にににに関関関関するするするする古文書資料編纂古文書資料編纂古文書資料編纂古文書資料編纂状況状況状況状況    
                                    古文書古文書古文書古文書をををを読読読読むむむむ会副代表会副代表会副代表会副代表    真田雅行真田雅行真田雅行真田雅行    

 

現在「横浜開港資料館との協働事業」として、

金沢区に関する「地域資料を読む ４号」の来

年３月の発刊を目指し作業中です。以下にその

概要と進捗状況を報告致します。 

特に来年は横浜開港 150 周年という記念す

べき年に当たり、この時期に金沢区“わ”の会

が発刊の指定を受けたことは大変な名誉です。

是非とも成功させたいと念願しています。  

この刊行担当は「横浜郷土史団体連絡協議

会」（“わ”の会も加入）のメンバーの中から選

び、その地域の古文書を解読し解説を加えるも

ので、これまでに表に示した上の３つが発行さ

れています。そして今回、“わ”の会が指定さ

れました。 

 

経過概要 

 これまでに発行された上記三部作はほぼ一

名主の家に残る一資料だけが対象になってい

ます。金沢区は旧久良岐郡の中でも最も古い歴

史と伝統を有し、特に多くの古文書が多くの旧

家に残っています。このことから、当金沢区の

場合も上記三部作の例を踏襲して名主を一つ

にしぼるか、或は各名主の古文書から一部ずつ

採用（つまり浅く広く）するか迷いました。結

局、金沢区の特色をなるべく出すには後者がよ

いとの判断に至りました。 

これが出発点になり、金沢区には称名寺あり、

八景など景勝地あり、金沢藩（六浦藩のこと）

あり、泥亀新田あり、海上交通あり、漁業あり、

避暑地あり、ペリー来航などに深い関係あり

等々多彩なので、これらいろいろな資料を調べ、

特色ある（即ち掲載すべき）２５項目を抽出し

ました。 

次はこの各特色項目に合う古文書がどこに

「地域資料を読む」の発行経過 

 題    名 担  当 発  行 

１ 
【地域資料を読む １】 

横浜市金沢区布川家文書 
横浜開港資料館 平成 17 年 12 月 

２ 

【地域資料を読む ２】 

神奈川宿往来 －神奈川宿本陣

石井家文書を中心として－ 

神奈川宿遊学セミナー神奈川宿

古文書の会 
平成 18 年 11 月 

３ 

【地域資料を読む ３】 

橘樹郡市場村(横浜市鶴見区)添田

家文書 

鶴見歴史の会「古文書研究部会」 平成 20 年３月 

４ 
【地域資料を読む ４】 

副題は今後決定 
“わ”の会「古文書を読む会」 

平成 21 年３月

予定 
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あるかの調査でした。ここで役に立ったのが横

浜市発行の「横浜市史料所在目録―金沢区―」

でした。これは金沢区の旧家１４家（松本家・

鹿島家・米倉家・布川家・小泉家等々）の古文

書史料名を一万点以上網羅したものです。とに

かく史料が膨大でしたが、この中から金沢区の

特色が出ていそうな条項を各旧家別と特色項

目別に選び一覧表にまとめました。 

この過程で史料が横浜開港資料館に保管さ

れておらず、史料現物がどこにあるのか不明の

ものがかなりありました。そこで、いろいろ所

在を探しているうちに旧家自身にあることが

判明し、直接訪問してコピーを取らせてもらっ

たりしました。谷津の小泉家文書がそうでした。

これは予期しないすばらしい副産物でした。結

局所在が不明のものもありました。野本家・柳

下家・大胡家・長島家・角田家がそうでした。

更に金沢藩（六浦藩のこと）の史料など別の外

部史料から補完せざるを得なかったものもあ

ります。 

さて所在が判明し、それから詳しい古文書の

中味の調査に移りました。先ず多くの史料を所

蔵している横浜開港資料館を訪問して数回に

わたり現物を調査し、項目と内容が合致してい

るかどうか、採り上げにふさわしいかどうかの

チェックと解読作業に入りました。中には項目

と中味が一致せず、史料の選択をやり直したも

のもかなりあります。 

９月に入り開港資料館との協議で、掲載する

項目は１５項目、出所は鹿島家・松本家・安田

家・山口家（以上開港資料館所蔵）、小泉家、

金沢文庫文書所蔵、横浜歴史博物館所蔵、県立

神奈川公文書館所蔵の古文書を採用すること

になりました。 

なお、前述の通り金沢区はいろいろ特色が

あり、そのあるものは既に専門家などにより紹

介・発表されていますので、それらと重複の可

能性があるものは今回採り上げ予定からはず

しています。 

こうして試行錯誤しながら約一年が経ち、

１０月から開港資料館と本格的な読み合わ

せ・解説・釈文作成などの詰めに入っています。 

古文書は長短いろいろのものがありますの

で、掲載部分は項目により一部分にとどまるも

のもかなりありますが、概要は解説欄で説明さ

れる予定です。 

「古文書を読む会」では本事業推進のため

の作業部会（９人）を設置しています。来年３

月までに完成して皆さんにお披露目ができる

ようメンバー一同全力をあげてがんばってい

ます。 
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「「「「浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会」」」」抄録抄録抄録抄録    №№№№３３３３    

｢｢｢｢浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会浮雲俳句会」」」」代表代表代表代表    北野北野北野北野    清市清市清市清市    
 

                                

今回は、兼題（前もって題を出しておく。）のコメントをしておきたい。 

 黒鯛（21 回例会の兼題）・・・魚介類シリーズの第一弾。関西では“ちぬ”と呼ぶ。魚形は鯛

に酷似。黒っぽいか桜色かの違いである。幼魚は、河口や沿岸近くで生息。3 年位で深みに生き、

大物は夜釣が一般的だ。 

        黒鯛釣黒鯛釣黒鯛釣黒鯛釣やややや観音崎観音崎観音崎観音崎のののの闇闇闇闇のののの濃濃濃濃ささささ                    一一一一    清清清清 

 

    子規忌（23 回例会の兼題）・・・俳人・正岡子規の忌日。糸瓜忌：獺祭忌とも云う。勿論子規

は近代俳句の創始者であり、“写生論”を提唱。明治 35 年 36 才の若さで他界した。国民的俳句

の＜柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺＞。また辞世句の＜糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな＞などが有

名である。 

        天高天高天高天高きききき谷中根岸谷中根岸谷中根岸谷中根岸やややや獺祭忌獺祭忌獺祭忌獺祭忌                        一一一一    清清清清 

 

 

《《《《21 回例会回例会回例会回例会》》》》    H20 年年年年 07 月月月月 27 日日日日 

   

［秀  作］ 

天賞 黒鯛黒鯛黒鯛黒鯛のののの歯歯歯歯のののの尖尖尖尖りりりり一閃攩一閃攩一閃攩一閃攩のののの中中中中        素素素素    屯屯屯屯 

魚介類シリーズ第一弾の＜黒鯛＞の生態を見事

にキャッチした秀句。殊に大物を釣上げた瞬間の

釣人と黒鯛の＜一閃攩の中＞という切羽詰った措
．．．．．．

辞
．
が格別だ。 

 

地賞 鷺鷺鷺鷺をををを舞舞舞舞ふふふふ摺摺摺摺りりりり足涼足涼足涼足涼しししし能舞台能舞台能舞台能舞台        ともともともとも女女女女 

能楽は、謡曲と舞とはやしからなる日本独特の

楽劇。多分、野毛山の横浜能楽堂での出し物から

の作句であろう。＜摺り足涼し＞と格調高く詠い

上げている。  

 

人賞 甚平甚平甚平甚平にににに下駄下駄下駄下駄もももも弾弾弾弾むやむやむやむやブーメランブーメランブーメランブーメラン 國國國國    眼眼眼眼 

ブーメランの発見が手柄。ブーメランは、オー

ストラリアの原住民(アポジリニ)が狩に使った木

製の飛び道具。回転しながら飛び、目標に命中し

ないと、再び手元に戻って来るのである。近くの

公園だろうか。＜甚平に下駄＞履き姿での挑戦の

様が目に浮かぶ。 

 

［特  選］ 

浮浮浮浮いていていていて来来来来いいいい宇宙船宇宙船宇宙船宇宙船ののののクルークルークルークルー達達達達            一一一一    馬馬馬馬 

回廊回廊回廊回廊をををを素足素足素足素足ひたひたひたひたひたひたひたひた修行僧修行僧修行僧修行僧                勇勇勇勇    平平平平 

夏祭夏祭夏祭夏祭りりりり法被姿法被姿法被姿法被姿のののの触触触触れれれれ太鼓太鼓太鼓太鼓                    好好好好    童童童童 

四十雀秀四十雀秀四十雀秀四十雀秀づづづづ枝枝枝枝にににに独独独独りりりり舞台舞台舞台舞台かなかなかなかな            十十十十    九九九九 

     

《《《《22 回例会回例会回例会回例会》》》》    H20 年年年年 08 月月月月 31 日日日日 

 

［秀  作］ 

天賞 双手挙双手挙双手挙双手挙げげげげ一歩右足踊一歩右足踊一歩右足踊一歩右足踊のののの輪輪輪輪                國眼國眼國眼國眼 

典型的な写生句。＜双手上げ一歩右足＞の瞬間
．．

にシャッターを合わせた
．．．．．．．．．．．

のである。しかも、この

焦点取りで全体の＜踊の輪＞をもクローズアップ

している。正に一瞬の写生が見事に全体の即物抒
．．．．．．．．．．．．．．．

情に成功
．．．．

し、読み手に大きな鑑賞空間を広げてく
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れている。 

 

地賞 手手手手をををを解解解解きききき踊踊踊踊るるるる輪輪輪輪にににに入入入入るるるる幼女幼女幼女幼女かなかなかなかな ともともともとも女女女女 

兼題＝“踊り”の秀作が２句続いた。踊は盆踊

りから広がり、８月上旬の“ねぶた”。８月中旬の

“阿波踊”。９月上旬の“風の盆（富山八尾）”な

どそれぞれ秋を彩る文化となっている。掲句は、

町内の盆踊りの一齣であろう。＜手を解き踊る＞

幼女と母親の微妙な心の動きや仕草がリズムよく

伝わってくる。 

 

人賞 かなかなのかなかなのかなかなのかなかなの声追声追声追声追ひひひひかけるかけるかけるかける入入入入りりりり日日日日かなかなかなかな    素素素素 屯屯屯屯 

蜩
ひぐらし

(かなかな)の習性をよく捉えた佳句である。

夏の蝉時雨も一段落、秋の蝉（法師蝉と蜩）のシ

ーズンを迎えた。古今集にも＜ひぐらしの鳴く山

里の夕暮は風よりほかに訪ふ人もなし＞があるが、

秋の蝉には初秋のさびしさがある。特に、掲句は

＜入日＞との取合せがよく、釣瓶落し秋の夕暮と、

ほんのひとときの蜩の声がさびしさを募る。 

      

［特  選］ 

秋秋秋秋のののの日日日日のじゅんとのじゅんとのじゅんとのじゅんと落落落落ちけりちけりちけりちけり逗子逗子逗子逗子のののの浜浜浜浜    勇勇勇勇    平平平平         

実葡萄実葡萄実葡萄実葡萄にににに甲斐甲斐甲斐甲斐のののの山並山並山並山並みみみみ映映映映りけりりけりりけりりけり            祥祥祥祥    代代代代 

横須賀横須賀横須賀横須賀のののの空母目掛空母目掛空母目掛空母目掛けてけてけてけて鯔飛鯔飛鯔飛鯔飛べりべりべりべり            三三三三    旦旦旦旦 

方丈方丈方丈方丈のののの丸窓丸窓丸窓丸窓にににに来来来来しししし今朝今朝今朝今朝のののの秋秋秋秋                    一一一一    馬馬馬馬 

 

《《《《23 回例会回例会回例会回例会》》》》    H20 年年年年 09 月月月月 28 日日日日 

 

［秀  作］ 

天賞 早贄早贄早贄早贄はははは村社村社村社村社のののの供物百舌高音供物百舌高音供物百舌高音供物百舌高音        三三三三    旦旦旦旦 

詩の表現技法の1つである体言積み俳句の好事

例。しかも、二文字の名詞を 5つ積み重ねたオー

ル名詞で構成されている。それだけに、余計な修
．．．．

飾を削ぎ落して鮮明な表現
．．．．．．．．．．．．

が伝わり、大変心地よ

い。また内容的には、「鵙
もず

の早贄
はやにえ

(蛙や蜥蜴など捕

らえた餌を木の枝先に刺して貯える。)」までも、

村社の神事とし見事に詠い上げた技に感服する。 

 

地賞 重陽重陽重陽重陽やややや幾多幾多幾多幾多のののの嵐乗嵐乗嵐乗嵐乗りりりり越越越越えてえてえてえて        重重重重    九九九九 

いわゆる人生追想俳句である。＜重陽（重九）

＞が季語で陰暦 9月 9日。中国では、陽（奇数）

の最高の数である九を重ねるめでたい日。日本で

も五節句の 1つに数えられている。作者は俳号を

重九と号し、昭和 9年 9月 9日生まれの目出度い

御仁。この御仁が、人生航路を振り返り、古稀半

ばの誕生日に、＜幾多の嵐乗り越えて＞、よくも

今日まで来たものだと自画自賛詠懐した
．．．．．．．．

のである。 

 

人賞 ブルドーザーブルドーザーブルドーザーブルドーザー音音音音なくなくなくなく坐坐坐坐るるるる二十日月二十日月二十日月二十日月 素素素素 屯屯屯屯 

金属の塊である硬質なブルドーザーとふんわり

した軟質の月との取合せが絶妙
．．．．．．

。秋の代表的な季

語である“月”は、十五夜（名月）から、十六夜

⇒立待月⇒居待月⇒臥待月⇒更待月（二十日月）

へと欠け、下弦近くになり、その光も弱々しくな

るものだ。この二十日月と使い古したブルドーザ

ーがよくマッチして詩情を高めている。 

 

［特選］ 

秋灯秋灯秋灯秋灯しししし五色五色五色五色のののの栞季語辞典栞季語辞典栞季語辞典栞季語辞典                    十十十十    九九九九 

秋灯秋灯秋灯秋灯やややや初初初初めてのめてのめてのめての語彙広辞苑語彙広辞苑語彙広辞苑語彙広辞苑                国国国国    眼眼眼眼 

秋灯下師秋灯下師秋灯下師秋灯下師のののの遺作集読遺作集読遺作集読遺作集読みみみみ耽耽耽耽りりりり                ともともともとも女女女女 

カラヤンカラヤンカラヤンカラヤンのののの復刻盤復刻盤復刻盤復刻盤やちちろやちちろやちちろやちちろ虫虫虫虫            勇勇勇勇    平平平平     
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古文書古文書古文書古文書はははは頭頭頭頭のののの体操体操体操体操ですですですです    
                                            伊達伊達伊達伊達    一雄一雄一雄一雄    

 

古文書に興味を持ったのは１０年位前でし

ょうか。県立公文書館が募集した講座に応募 

して約１ヶ月土曜日毎に勉強したことがあり

ました。古文には多少は自信があったのですが、

始めてすぐやめようと思ったくらい古文書は

読めませんでした。参考書として推薦された林

英夫先生の「基礎古文書のよみかた」（柏書房）

も買いました。面白いのですが覚えることが多

すぎるのです。例えば手紙などによく出てくる

「候」という字だけで９つの字体があるのです。

どんどん簡略化され記号みたいな字をみるだ

けで前途の険しさを実感しました。まして昔か

らの予習復習嫌いでいつしか興味を失い落ち

こぼれになりました。 

最近幕末から明治の横浜について調べてい

るうちに再挑戦しようという気になりました。

そこでこの春から“わ”の会に再入会し、月２

回「古文書を読む会」で勉強をしています。古

文書が難しいのに変りはありませんが、勉強を

するという考え方を改めました。古文書は知識

だけではなく、個々の字を解読するための推理

力が求められます。文章を理解するためには時

代背景や歴史の知識も必要です。インターネッ

トのお蔭で家にいながら何でも判る時代にな

りましたが、これも自分でやらなければなりま

せん。 

白状しますと古希を前に今まで他人事だと

思ってきた物忘れが自分にも進んでいること

に気が付きました。という訳で、まじめな仲間

の皆さんには申訳ないのですが、私としては古

文書の勉強は脳を衰えさせない自衛策、頭の体

操と思っています。 

現在は徳川慶喜の手紙を読んでいますが、テ

レビで「篤姫」を見ていることもあり、身近に

感じられるのも面白い現象です。 

相変わらず宿題はつらいものがありますが、

この年になっても新しいことを知るのは嬉し

いものです。残念ながらカミさんに話しても面

白さを分ってもらえそうもないので、暇を見て

は寝酒片手に候文を読んでいます。 
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中山道六十九次紀行中山道六十九次紀行中山道六十九次紀行中山道六十九次紀行（（（（そのそのそのその 1111１１１１））））    
真田真田真田真田    雅行雅行雅行雅行    

＜＜＜＜加納宿加納宿加納宿加納宿――――河渡宿河渡宿河渡宿河渡宿――――美江寺宿美江寺宿美江寺宿美江寺宿――――赤坂宿赤坂宿赤坂宿赤坂宿――――垂井宿垂井宿垂井宿垂井宿――――関関関関ケケケケ原宿原宿原宿原宿――――今須宿今須宿今須宿今須宿＞（＞（＞（＞（35ｋｍ）ｋｍ）ｋｍ）ｋｍ） 

 

「加納宿加納宿加納宿加納宿」は、金華山に聳える岐阜城が関が

原の戦いののち廃城となったあと、市内の平地

に築かれた加納城の城下町として美濃十六宿

中最大の宿場だったが、現在は城跡に石垣が残

るだけで江戸時代を偲ぶものはないので、斉藤

道三や織田信長ゆかりの金華山山頂の復元さ

れた岐阜城、麓の信長居館跡、織田家菩提寺の

崇福寺、道三の菩提寺の常在寺などの戦国時代

の遺跡をめぐった。 

加納宿に戻り、西進して由緒ありげな鏡島

（かがしま）弘法（乙津寺（おっしんじ））を

過ぎると長良川に出る。現在も小舟で対岸に渡

れる「小紅の渡し」を右に見ながら河渡橋（ご

うどばし）を渡りきると、すぐ小さな「河渡宿河渡宿河渡宿河渡宿」

に入るが、馬頭観音の「愛染堂」以外に往時の

面影はなく、次の「美江寺美江寺美江寺美江寺（みえじ）宿宿宿宿」へと

急ぐ。 

この一帯は昔から木曽川、長良川、揖斐川の

氾濫が続いたため、観音堂を祀ったところ氾濫

が収まり、ここが美しい江となったことから美

江寺の名がついたといわれるが、斉藤道三がこ

の寺を岐阜市内に移したため今は寺名のみが

残る。 

揖斐川を越え、名産の富有柿畑が続く中を行

き、やがて呂久（ろく）集落の小簾（おず）紅

園（和宮記念公園）に出た。当時はここが揖斐

川の船着場だったという。 

田園を走る幾筋もの新設道路と旧中山道を

見分けるのに苦労しながら数キロ歩き続け、や

っとのことで「赤坂宿赤坂宿赤坂宿赤坂宿」に到着した。ここは大

垣城の１０ｋｍ西北方に位置し、旧杭瀬川の河

川交通の要衝であった。今は目立たない川にな

り果てたが、かつてはこの川を挟んで、関が原

戦の東西両軍が滞陣したところとして興味が

湧く。 

石田三成挙兵の報を聞いた家康は、下野国・

小山から引き返し、ここ赤坂の岡山に着陣した。

この家康の着陣を西軍が全く知らなかったと

は驚きだが、事前の切り崩し作戦で多数の内通

者を出し、大将も戦場に来ないバラバラの西軍



 16 

では、家康の勝利は、どうやらこの時点でほぼ

決まったように見える。城攻めは苦手だが野外

戦が得意の家康が、西へ進軍したのにあわてた

大垣城の石田三成の西軍は、迂回して関が原の

西側山間部に布陣した。 

赤坂宿の本陣跡の近くに、戦後家康が上洛往

還の際に休泊地用に建てた「お茶屋屋敷跡」が

あるが、勝利した彼はここで何を思ったであろ

うか、等と勝手な想像をしながら、小栗判官の

照手姫が青墓の長者にこき使われて水を汲ん

だという照手姫井戸の傍を通り、広大な青野ケ

原の田園地帯を抜けて、美濃路の追分の相川を

渡ると「垂井宿垂井宿垂井宿垂井宿」に着く。 

ここでは江戸時代から唯一営業している旅

籠屋「亀丸屋」に泊り、女主人西村さんから夕

食をとりながら話を聞いた。子供が大垣に住み、

跡継がいないので、自分の代で旅籠は終りだと

寂しそうだった。 

翌朝は小雨、サービスのおにぎりをもらい、

昔からの名水「垂井の泉」で喉を潤し、寄り道

して、美濃国の総鎮守で全国の金属を司る「南

宮大社」に参拝したが、背後の南宮山は煙って

いた。中山道はこの北麓を通って関が原に通じ、

この山頂に西軍の毛利主力軍１万６千が陣取

ったが、家康に内通した一族吉川広家の妨害作

戦で動けず、麓の安国寺・長束・増田・長宗我

部軍も釘付けとなったため、家康はゆうゆう中

山道を通り抜け、桃配山に本陣を進めたが、万

一に備えて東軍の浅野幸長と山内一豊軍を沿

道に配置して南宮山監視と押さえにあたらせ

た。関が原宿手前の「野上」部落一帯に家康の

布陣跡がある。 

間もなく「関関関関がががが原宿原宿原宿原宿」に入り、今日はここで

宿泊し、翌日を古戦場巡りに充てた。さて翌朝、

天下分け目の「関が原合戦」の戦場めぐりに入

る。東軍に寝返った小早川秀明軍の松尾山、福

島正則陣地、家康最後の本陣と首実験跡、笹尾

山の石田三成、同じく西軍の島津義弘、小西行

 

慶長慶長慶長慶長５５５５年年年年９９９９月月月月１５１５１５１５日午前日午前日午前日午前８８８８時前時前時前時前におけるにおけるにおけるにおける関関関関がががが原原原原のののの陣形陣形陣形陣形    
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長、宇喜多秀家、大谷吉継の陣跡と戦場を訪れ

たが、東軍７万５千、西軍１０万といわれ、数

と陣形（図 1）上からは明らかに西軍有利で、

午前中も西軍優勢だったが、小早川軍の寝返り

で大谷軍が側面をつかれて総崩れとなり大敗

した。わずかに最後に残った島津軍が、正面突

破による退却戦で武勇をはせたのみで、折角信

州上田で西軍側の真田昌幸・幸村勢が、東軍別

働隊の徳川秀忠軍３万８千を１０日間釘付け

にして、関が原合戦に間に合わさせなかったの

に、それでも東軍の圧勝に終わった。 

 結局西軍の３分の２が動かず、３分の１の兵

力では前半戦の善戦が精一杯だったのではな

いかと笹尾山前の最後の決戦地跡に佇みなが

ら思わずにはいられなかった。 

 もう一つ、関が原は「壬申の乱」（６７２年）

の古戦場でもあった。ちょうど大谷吉継軍が陣

取った一帯を流れる「藤古川」を挟んで、大海

人皇子軍と天智天皇の子の大友皇子（弘文天

皇）軍が皇位継承を争った内乱で、ここで一大

決戦が行われたという。近くの井上神社が大海

人軍の、川の反対側の若宮神社が大友軍の陣地

だったといわれるが、東国の豪族を味方につけ

た大海人軍が勝ち、後に彼はここに「不破の関」

を設けた。 関は藤古川の左岸、川に深く切れ

込んだ渓谷の自然の要害の地に設置されたが、

平安時代初期に廃止。現在不破関資料館が作ら

れ、出土品や資料が展示されていた。 

 しばらく行って、大友皇子の首が実験後ここ

に埋葬されたという小高い丘に登り、遠い昔に

思いをはせた。すぐ近くを東海道新幹線が突っ

走る。関が原は今も昔も交通の要衝だ。 

 やがて美濃と近江の国境に位置する小さ

な「今須宿今須宿今須宿今須宿」を過ぎると、近江国に入る。 

 

 

        
    

特別公開講座開催特別公開講座開催特別公開講座開催特別公開講座開催のごのごのごのご案内案内案内案内 

  

毎年実施しています特別公開講座を本年度

も２月に開催致します。今回は、今年５月に講

演を頂いた横浜市歴史博物館の斉藤 司 氏に

お願いすることと致しました。テーマは未定で、

追ってお知らせ致します。 

 

＜＜＜＜特別公開講座実施要領特別公開講座実施要領特別公開講座実施要領特別公開講座実施要領＞＞＞＞    

 
①①①①    日日日日    時時時時：：：：２００２００２００２００９９９９年年年年２２２２月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））    ９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～１１１１２２２２：：：：００００００００    

②②②②    場場場場    所所所所：：：：能見能見能見能見台地区台地区台地区台地区センターセンターセンターセンター    多目的室多目的室多目的室多目的室    

③③③③    テーマテーマテーマテーマ：：：：未定未定未定未定（（（（追追追追ってってってっておおおお知知知知らせらせらせらせ致致致致しますしますしますします））））    

④④④④    講講講講    師師師師：：：：横浜市歴史博物館横浜市歴史博物館横浜市歴史博物館横浜市歴史博物館    学芸員学芸員学芸員学芸員    斉藤斉藤斉藤斉藤    司司司司    氏氏氏氏    

⑤⑤⑤⑤    参加者参加者参加者参加者：：：：““““わわわわ””””のののの会会員会会員会会員会会員    およびおよびおよびおよび    一般市民一般市民一般市民一般市民    

⑥⑥⑥⑥    会会会会    費費費費：：：：““““わわわわ””””のののの会会員会会員会会員会会員    ３００３００３００３００円円円円    一般市民一般市民一般市民一般市民    ４００４００４００４００円円円円    

⑦⑦⑦⑦    申込申込申込申込みみみみ：：：：第第第第７７７７回回回回    学習会以降学習会以降学習会以降学習会以降    
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富岡富岡富岡富岡のののの女体権現社女体権現社女体権現社女体権現社    
                                        熊谷熊谷熊谷熊谷    哲哲哲哲    岡本茂男岡本茂男岡本茂男岡本茂男    

 

富岡の女体権現社は富岡の甚五

郎山の北東に続く丘陵の北の山腹

の一部を削り棚状にした場所にあ

る。現在の国道 16号の富岡町丁字

路から東富岡連絡道を 200ｍほど

下った左側の崖の所である。社殿は

間口 2.86ｍ･奥行 3.75ｍの入母屋造

りで、南東向き。富岡漁港のあった

東浜海岸へは 100ｍ足らずで、港を

眼下に見下ろしていた社である。社

殿と敷地は個人持ち。周囲には垣を

巡らしてあり、鳥居は無い。 

『新編武蔵風土記稿』(天保 1 年

＝1830 完成)には｢神体は秘で開扉

せず･･･民戸 11 軒の鎮守｣とある。

この書が書かれた頃は富岡村の民戸は 85軒と

あるので、村の範囲から見ると、この社は漁港

地域全体の鎮守であったと思われる。現所有者

も開扉したことがないそうで、

祭神も神体も不明のままである。

琵琶島神社のようなご神体なの

か権現社だから仏像なのか調査

が期待される。研究者はこの女

体社は小田原北条氏玉縄衆で富

岡を支配していた関新次郎が

14 世紀に船霊(ふなだま)を海岸

近くに祀り､社を創建したので

あろうとしている。 

現社殿は老朽化が進んでおり､

破れていた羽目板の隙間から､

収蔵されていた棟札などが平成

17 年に発見された。その棟札か

ら社殿が慶長 17 年(1612)に女
富岡富岡富岡富岡のののの女体権現社女体権現社女体権現社女体権現社のののの社殿社殿社殿社殿    

富岡富岡富岡富岡のののの女体権現社女体権現社女体権現社女体権現社のののの位置位置位置位置    



 19 

体権現社として建立されたことが分かった。棟

札には女体権現社名のほか願主名と共に宝龍

寺大工名の記載がある。現社殿は恐らく近現代

に建てられたと見られるので、この棟札が初代

社殿のものか否かは全く不明である。その他の

収蔵物も含め専門家による調査が行われるこ

とを強く期待している。 

女体社は南関東の利根川流域、特に見沼周辺

に多く分布し、水運にかかわりの深い社である。

見沼付近には金沢北条氏、称名寺や玉縄衆と深

い関わりのある下河辺庄の荘園などもあった。

六浦湊が北條氏や玉縄衆にとって南関東支配

の重要な拠点であったから、富岡に船霊を祀っ

た神社があったことは､富岡などの水運業者に

よる利根川流域と金沢･六浦湊との間に盛んな

往来があったことを裏づけている。下河辺庄は

北は茨城県古河市､南は千葉県野田市､東は茨

城県猿島郡､西は埼玉県春日部市･幸手市を境

とする地域である。 

 

 

女女女女体体体体権現権現権現権現社社社社棟札棟札棟札棟札ににににああああるるるる宝龍宝龍宝龍宝龍寺寺寺寺ににににつつつついていていていて 

真言宗高野山の直末で､不動院宝龍寺。永禄

8年(1565)に洲崎の龍華寺三世の義運が隠居寺

として遷ってきており､創建はその頃とみられ

る。富岡総合公園の南東端辺りの宝龍寺鼻と呼

ばれる付近にあったといわれる。慶長 18 年

(1613)には龍華寺五世の伝榮が住職に就任し

ている｡宝龍寺のあった地が次第に打崩れたの

で現慶珊寺の地に移転していた。寛永 1 年

(1624)に宝龍寺の寺名を龍華寺末の慶珊寺に

改め伝榮が開山となった。慶珊寺の開基や寺名

のいわれは広く知られているのでここでは省

略する。 

 

参考文献参考文献参考文献参考文献 

・『新編武蔵風土記稿』天保 1 年(1830) 

・県立金沢文庫特別展図録『龍華寺─武州金沢

の秘められた古刹』平成 12 年(2003)1 月 

・牛山佳幸『[小さき社]の列島史』2003 年 3

月 

・“わ”の会『かねざわの歴史事典』平成 19

年 6 月 

表表表表面面面面    裏面裏面裏面裏面    

女体権現社女体権現社女体権現社女体権現社でででで発見発見発見発見のののの棟札棟札棟札棟札((((写真写真写真写真とととと判読文字判読文字判読文字判読文字))))    
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2009年 2月までの予定     注：表中の「 CC 」は、「 地区センター 」の略 

 2008年 12月      2009年１月      2009年 2月    

学学学学習習習習会会会会    (予定なし) (予定なし) 
2月 21日(土) 9:30～ 

能見台 CC 特別公開講座 

寺寺寺寺    社社社社    をををを    

巡巡巡巡    るるるる    会会会会 

12月 4日(木) 

集合：10:00 大船駅南口 

ﾃｰﾏ：今泉地区 

行動：散在ガ池～白山神社 

～称名寺～今泉寺(紅葉狩) 

1月 8日(木) 

集合：10:00 北鎌倉駅 

ﾃｰﾏ：山の内地区 

行動：円覚寺～東慶寺～明月

院 

2月 5日(木) 

集合：10:00 北鎌倉駅 

ﾃｰﾏ:扇ヶ谷･山の内地区(Ⅱ) 

行動：浄智寺～海蔵寺～銭

洗弁財天～佐助稲荷神社 

古文書古文書古文書古文書をををを    

読読読読    むむむむ    会会会会 

12月 11日(木）金沢公会堂 

天明期の浅間山大噴火災害 

12月 25日(木）金沢公会堂 

徳川慶喜の書状ほか 

1月 8日(木)金沢公会堂 

天明期の浅間山大噴火災害 

1月 22日(木)金沢公会堂 

徳川慶喜の書状ほか 

2月12日(木) 金沢公会堂 

日米通商航海条約 

2月 26日(木)金沢公会堂 

谷津村小泉家文書 

ふれふれふれふれああああいいいい    

のののの道道道道    

歩歩歩歩こうこうこうこう会会会会 

12月 18-19日(木-金) 

群馬コース 10月・11月の 

の予備日。 

予定通り済めば 

総会・納会（18日） 

1月 15日(木)（雨天時 16日） 

千葉コース 

⑬先住民の歩いたみち 

⑭大海原を望めるみち 

2月 19日(木)(雨天時20日) 

千葉コース 

⑮九十九里の砂を踏みし

めて歩くみち 

○16黒潮の潮騒をきくみち 

懐懐懐懐かしのかしのかしのかしの    

映映映映    画画画画    をををを    

観観観観    るるるる    会会会会 

12月 1日(月) 金沢 CC 

シエーン     米 

12月 8日(月) 金沢 CC 

昨日・今日・明日 伊 

12月 22日(月) 金沢 CC 

麗しのサブリナ  米 

1月 13日(月) 金沢 CC 

椿三十郎      日 

1月 26日(月) 金沢 CC 

ステイング     米 

 

2月 7日(土) 金沢 CC 

 ゴットフアーザーⅡ米 

2月 x日(未定) 金沢 CC 

  雨に唄えば   米 

2月 23日(月) 金沢 CC 

  細 雪      日 

浮浮浮浮                雲雲雲雲    

俳俳俳俳    句句句句    会会会会    

12月 21日(日) 9：30～ 

 金沢 CC ２階中会議室 

 テーマ：冬至に想ふ 

 （２４節季のひとつに 

     想いを馳せる） 

1月 25日(日) 9:30～ 

  金沢 CC ２階中会議室 

テーマ：鮟鱇に迫る 

（様々に詠み継がれてきた 

      鮟鱇に迫る） 

2月 22日(日)9：30～   

金沢自然公園のの花館  

テーマ：≪春の吟行会≫ 

早春の金沢区を探訪   

（予定） 

12 月 2 日(火) WORD 基礎講座 

文書作成(13)－案内地図(1) 

12 月 16日(火) WORD 基礎講座 

文書作成(14）－案内地図（2） 

1月 6日(火) WORD基礎講座 

文書作成(15)－案内地図(3) 

1月 20日(火) WORD基礎講座 

文書作成(16)－案内地図(4) 

2 月 3 日(火) WORD 基礎講

座 文書作成(17) 

2月 17日(火) WORD基礎講

座 文書作成(18) 

パソコパソコパソコパソコンンンン

をををを使使使使いいいいここここ

ななななすすすす会会会会    

いずれも、9:30～12:00 たたたただだだだしししし、、、、12121212月月月月 16161616日日日日のみのみのみのみ 12121212：：：：30303030～～～～15151515：：：：00000000 場所：金沢ＣＣ 

 

連絡先：学学学学習習習習会会会会 771-4393(岡本)         寺社寺社寺社寺社をををを巡巡巡巡るるるる会会会会    772-5610(内田) 

古文書古文書古文書古文書をををを読読読読むむむむ会会会会    784-3420(岡田)     ふれふれふれふれああああいのいのいのいの道道道道歩歩歩歩こうこうこうこう会会会会    783-4539(宮原) 

懐懐懐懐かしのかしのかしのかしの映映映映画画画画をををを観観観観るるるる会会会会 701-1606(佐藤)  浮浮浮浮雲俳句雲俳句雲俳句雲俳句会会会会 774-3878(北野) 

パソコパソコパソコパソコンンンンをををを使使使使いいいいここここななななすすすす会会会会 701-9775(林) 

  

発 行 日 平成 20(2008)年 11月 15日 

発行周期 ４回/年（2、5、8、11月） 

発 行 者 金沢区生涯学習“わ”の会 

編編編編集集集集後記後記後記後記    ・11 月 8 日の 10 周年記念講演会・記念パー

ティーも大盛況。“わ”の会も節目をひとつ越え、いよ

いよ実実実実りのりのりのりの秋秋秋秋を迎えたようです。「会の発展」と「会報

の充実」は、おそらく表裏一体の関係にあると思いま

すが、会報 27 号も、定番の各分科会報告に加えて、

パーティーの速報写真あり、紀行文あり、そして金沢

の民話の紹介ありと、まさに実実実実りのりのりのりの秋秋秋秋、収穫収穫収穫収穫のののの秋秋秋秋を実

感させてくれる盛り沢山の内容となりました。ご寄稿

いただいた方々に厚く御礼申し上げます。（伊） 

編集責任者 小 岩 克 介 


