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◯今年開催した植樹式 
 

本来は昨年行なう予定だ

ったのですが、3・11 東日本

大震災の影響で出来なかっ

た、当会が主催、柏ロータリ

ークラブ、ボーイスカウト東

葛地区協議会、柏市ガールス

カウト連絡協議会のご協力

の植樹式を、この 3 月 25 日

（日）に行なうことができま

した。参加者は約80名です。 

朝早くから、設営などの準

備を行い、9 時半頃にはガー

ルスカウトのお子さんたち

も団ごとに整然と入場し、10

時からの式典に続き、台地中

段に河津桜 3 本の植樹です。 

植樹式では当会会長の挨

拶に続き、柏ロータリークラ

ブの神野美明会長、さらに来

賓として柏市教育委員会の

河合良教育長のご挨拶を頂

きました。ボーイスカウト、

ガールスカウトの各代表も

見守る中、主にガールスカウ

トの皆さんにより植樹が行

なわれました。 

これで、2009 年から行なっ

てきた植樹活動は一旦終り

になります。 

 

貴重な遺跡と自然環境貴重な遺跡と自然環境貴重な遺跡と自然環境貴重な遺跡と自然環境 

柏市内を含めて、千葉県内

の中世の城郭の多くは消滅

したか、原形をとどめないま

で破壊されており、特に東京

に近い場所では、松ヶ崎城の

ようにほぼ完全に残ってい

るものは稀です。実は小生は

兵庫県に住んでいたことが

ありますが、神戸の花隈城な

ど公園になっていて看板は

あるのに、一体どこに城があ

ったのだろうと思うほど、殆

ど何も残っていない城跡さ 

 

 

 

 

 

えあります。 

遺跡は一旦なくなると、二

度と元に戻りません。 

よくお城で復元天守閣と

いうのがありますが、あくま

で「復元」という名の模擬天

守閣であって、「本物」では

ないのです。 

松ヶ崎城は地味ではあり

ますが、｢本物｣の城跡であり、

首都圏では珍しくほぼ完全

に残っている城跡で、それだ

けでも貴重です。 

一方、今まであった姿で遺

跡を保存するだけでなく、そ

れを取り巻く自然環境も同

時に守っていかねばなりま

せん。 

 

 
＜松ヶ崎城跡に咲く桜＞ 

 

◯松ヶ崎城跡の植物 
 

松ヶ崎は、その名の通り、

昔は一面松林だったと考え

られます。その証拠に明治初

年の松ヶ崎城不動尊の絵馬

や、明治 13 年の陸軍迅速測

図フランス式彩色地図にも、

松ヶ崎不動尊が松の木とと

もに描かれています。杉も椎

なども昔からあるようです。

2009 年からの植樹で、台地の

上にはコナラやクヌギ、クリ

などの広葉樹が、台地上・中

段から斜面にかけて河津桜

が植えられました。河津桜は、

今年は開花が遅れましたが、 

 

 

 

 

 

そのうち毎年 3 月中旬には、

桜の花の山が見られるよう

になるでしょう。  

また、地味ではありますが、

チダケサシ、オトコエシ、オ

トギリソウ、ヤマユリなどの

草花も豊富にあります。 

 

◯城跡の除染と環境整備 
 

東日本大震災に伴う福島第

一原発の事故の影響で、松ヶ

崎城跡もかなり高い放射線

量（γ線）を記録しました。

台地中段の一部は徐染し地

上１ｍ高で 0.15μSV/H と除

染前の半分以下に低減され

ましたが、台地上段も今後は

工夫して通路部分は除染し、

あわせて木道整備などの活

動も行っていく予定です。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

手賀沼が海だったころ  

_____________________________________________________________歴史・環境・遊び・夢_ 
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遺跡の保存と自然保護 城跡城跡城跡城跡にににに緑緑緑緑とととと花花花花をををを    
 

 

予定していた最後の植樹式を終えて 会長 森 伸之 

J:COMのテレビ番組に当会が

出ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーブルテレビ J:COM の「ちば

コレ！」という番組で当会の活

動内容が紹介されます。 

出演は司会者・タレントでお馴

染の八波一起と当会森会長。 

 

放送予定：4 月 9 日～4 月 15 日

の 18 時から 18 時 27 分 

（今回の植樹の様子も放送さ

れる模様） 
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1.1.1.1.昔の花野井の暮しぶり昔の花野井の暮しぶり昔の花野井の暮しぶり昔の花野井の暮しぶり    

        
私が若い頃、東京に嫁に行

った身内からは、私の言葉は

荒いと言われましたが、それ

は「きべた」*の言葉であっ

たからです。 

  *利根川河畔の方言 
花野井辺りは、昔は外部と

の交際がない、なんでも私の

集落で生活の用はたりてし

まう（足袋屋さんは三軒もあ

るし、下駄屋さんは四軒も、

しょうゆ屋、油屋などあっ

た）ので、言葉も地元の人だ

けで話していると喧嘩でも

しているように聞こえたの

でしょう。 

江戸時代、花野井の五軒組

は「坪」という単位で、高野

坪、原坪、根郷坪、新田（し

んでん）坪と四地区で、それ

ぞれ各組合員は助け合って

生活しました。 

それは幕府の命令でそう

していたわけですが、その名

残は後世まで残りました。 

私の家は吉田家と隣にな

りますが、吉田家が四町歩も

持っているので、隣と言って

も 50m くらい離れています。 

五軒組では、冠婚葬祭など

家の大きな行事等では助け

合っており、私の家も何かあ

ると吉田家から手伝いに来

ました。 

この辺では林 のことを

「山」といいますが、吉田家

の裏の「山」にある木の根や

雑木は1年間の薪になりまし

た。私は吉田家の裏の「山」

から、杉の根っこを掘り上げ

たことがあります。根っこで

すが、大きいので勿体ない。

そこで、花野井の香取神社の

向こうにある製材所で板に 

 

 

 

してもらい、板を組み立てて

箱にしました。それは会長さ

んにもお見せしたものです。  

文化2年（1805)には、吉田

家は醤油醸造業を起こして

います。私は醤油工場は見て

おりませんが、昔の吉田家の

番頭さんを四人ほど知って

います。花野井だけでも、知

っている番頭さんが三人も

いました。 

醤油工場で働いていた人た

ちが、家に煙草を買いに来て

くれたそうです。家には、煙

草の看板のある写真が一点

残っています。吉田家の蔵に

今写真が展示してあります

が、そのなかに「煙草屋」の

看板が出ているものがあり、

その情景を見て、非常に懐か

しく思いました。 

 

 
＜吉田邸書院にて＞ 

 

２．村の周囲の家と私の家２．村の周囲の家と私の家２．村の周囲の家と私の家２．村の周囲の家と私の家    
 

吉田家が醤油を始めたのに

対し、今のゴルフ練習場のあ

る場所にあった松丸喜惣治

という人の家では油屋を始

めました。その二家が、花野

井で豊かな家でした。 

なお、吉田家は醤油屋です

が、地元の人からは「ション

屋」と呼ばれていました。 

明治８年（1875）の苗字必

称令で、新しく付けた苗字も

あるかもしれませんが、花野

井で多い苗字は、松丸、吉田、 

 

 

 

平川、鈴木などです。どこの

村でも、四つか五つの苗字が

まとまっています。 

私の五代前の先祖は「茂兵

衛」*という名前でした（江

戸時代後期の古文書にも「組

頭」として出てきます）。私

の家も含めて、このあたりの

家は明治時代には県知事の

名前で地券が与えられた自

作農です。 

＊ 茂兵衛という名前は

何代か襲名された 

その茂兵衛さんに子がなく、

やむなく親戚筋で「茂右衛

門」という家から夫婦養子を

もらいました。そうしたら、

茂兵衛さん自身に男子が生

まれたために、近くに子供

（男）可愛さと「茂兵衛」を

譲ったために、古い家を買い、

増築して、良い田と畑を持っ

て隠居しました。それが自分

の家です。今でも「隠居のお

父さん」で通っています。「隠

居」の家には、良い柿の実が

なる木がありましたが、それ

を吉田家にあげました（現在

も庭先に植えられています）。 

「隠居」の家は前述のよう

に吉田家の隣でしたが、元の

松丸茂兵衛本家はその東側

の台地先端部近くでした。結

局本家が絶えてしまい、その

場所に私が戻ることになり

ました。 

松丸茂兵衛家は広い敷地を

もち、大きな一抱えものある

ような欅の木が5本ほどあり

ました。 

私の祖父は、戸張村から養

子に入りました。 養子にく

るときに、裃を着て、刀を差

してきたのです。たぶん、養

子にはいっても、実家が格式

高いことを装束で示したか

ったのでしょう。 

    花野井の今昔花野井の今昔花野井の今昔花野井の今昔  話者：松丸話者：松丸話者：松丸話者：松丸    精作氏（花野井在住）精作氏（花野井在住）精作氏（花野井在住）精作氏（花野井在住）  

地域史探訪地域史探訪地域史探訪地域史探訪 
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また以前古い家を壊したと

ころ、「嘉永５年（1852）」

の棟札が出てきましたが、家

内の実家の先祖の名前が大

工の棟梁として記されてい

ました。 

道標が、地面に埋まってい

たこともありました。掘り出

してみると、西大室村１ｋｍ、

南松ヶ崎村１ｋｍ、東布施村

１ｋｍ、北に戸頭村４Kmなど

とあったようで、東西南北の

地区との距離が書かれてい

ました。これは、大きな行灯

と一緒に花野井小学校に寄

附しました。 

古い良い箪笥（特別の細工

がしてあります）は頂いて今

でも使用していますが、その

他価値のあるものは、先代の

お婆さんが人にあげてしま

い、なくなってしまいました。

せめてこれだけは残して欲

しかった、１８代続いた家系

図も、結局私に渡る前になく

なりました。 

 
 

３．利根川や和田沼に関す３．利根川や和田沼に関す３．利根川や和田沼に関す３．利根川や和田沼に関す

る昔の思い出る昔の思い出る昔の思い出る昔の思い出    

    
利根川には、昔渡し場があ

り、戸頭村（対岸の現取手市）

の方と渡し舟で行き来して

いました。実は私のお婆さん

は戸頭の出身でした。その渡

し舟は、渡し料金が細かく決

まっていました。渡し舟なの

で、船頭さんが向こう岸に行

っていることがあります。50

ｍから100ｍくらいも離れて

いるので、大声で呼んでも気

付かせるのは容易ではあり

ません。その際、私の母は、

舟を大声で呼ぶことが出来

ず、大声の出る祖母の姪の婆

さんと一緒に行き、その人に

「おーい」と代わりに叫んで

貰っていました。 

利根川の開鑿事業は、江戸

幕府が江戸が川の水害に悩

まされていたので喫緊の水

利事業として行なったと思

います。その際、関宿からず

っと鬼怒川までの湿地帯を

掘って川を廻した様子、銚子

まで開鑿していったのだか

ら大変だったと思います。そ

の後も、治水にはいろいろ苦

労があったようです。 

その利根川流域では流作

場、草刈場の収穫があったの

で、花野井と戸頭村との争い

が江戸時代にはありました。 

縁談などは、川向うの村や

花野井の近くの村々から嫁

に来たり、こちらから嫁に行

ったりしていました。 

和田沼が昔あった頃、その

境には千本杭という杭の列

があって、その辺りの沼には、

いろいろな魚が沢山いまし

た。そこで夜になるとヤスを

持って行って、魚を突いて獲

りました。魚をとる商売も結

構ありました。 

それから色々な水鳥の猟

があり、鴨などはおとりの鴨

を泳がせておくと、その周り

によってくるので、それを捕

まえました。雁は、飛行機の

編隊のように、への字の形に

なって、集団で飛びますが、

それを鉄砲撃ちが１ｋｍも

離れた、決められた場所から

撃ったようです。 

 
 

この辺は田圃は谷津田が

多いです。そこには清水があ

って、たいていカニがいまし

た。ちょろちょろと出ている、

その清水を一年中大事に大

事に使いました。田植え前に

は、雨の日など沼から鮒が上

がって来て、子供たちは喜ん

で捕まえました。田圃は、稲

を刈り終えると、水を入れて

「溜田」にしました。そこで

は障子を洗ったり、そこで作

っていたミツバの根を何家

族も並んで洗ったりしまし

た。 

ただ、肥料がなかったので

困りました。とくに、年貢制

の時は難儀しましたが、配給

制になって良かったです。 

 

４．将門の伝承４．将門の伝承４．将門の伝承４．将門の伝承    
 

常総地方は、将門の伝承が

多いです。戸頭村の永蔵寺薬

師堂（祖母の妹の家）の次男

石井健斎よりお話を聞かさ

れました。石井健斎は上野不

忍の池の弁天堂で修行した

人です。そのお話によれば、

この薬師堂という寺は、将門

の祈願寺で二十四間四方の

大きさだったといいます。私

が行ってみると、三間四方く

らいの小さなお堂になって

いました。また同じ茨城県に

は将門の奥さんの祈願寺も

あるとのことです。 

 

５．５．５．５．その他、貝塚の話、戦その他、貝塚の話、戦その他、貝塚の話、戦その他、貝塚の話、戦

争の話など争の話など争の話など争の話など    
 

花野井には小学校の分教

場がありましたが、大洞院の

近くの花野井小学校も昔は

分教場でした。その分教場の

裏に貝塚がありました。昔氷

河期は今より５ｍほど海面

が高かったといいますが、そ

の頃、この辺は島だらけであ

ったでしょう。貝塚と思った

場所は、貝を採って食べた跡
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なのか、貝殻がびっしりあっ

たのを覚えています。 

よく台風のあとに、「追堀

（おっぽり）」といって、池

のように水がたまった場所

ができました。今の内堤防の

外側に 10 町歩ほどの箱新田

があったのですが、堤防は今

の1/3くらいで何回も決壊し

ました。その決壊場所に大き

な池が二つできました。そこ

で子供たちは泥の中を泳い

で遊びました。 

大室城は、今の自衛隊の訓

練所の所にありました。あの

辺は「城の越」（じょうのこ

し）という山で、「番城面」

は大室城跡の南西の山のこ

と（今は削られた）です。「城

の越」は戦時中は、大きな土

手で囲まれた射撃場になり

ました。そこで、兵隊が撃っ

ていないときに、銃弾などを

拾いにいったものです。 

「番城面」の山が削られた

後、周辺は谷津田そのままの

形で柏ビレッジの住宅地が

作られています。 

戦争中は、B29 が東京へ空

襲する際の通り道にこの辺

はなっていました。東京の空

襲で余った爆弾を落とした

のか、布施や松ヶ崎にも爆弾

は投下されました。爆弾は一

回にセット（爆弾 2 個、焼夷

弾 3 個など）で投下されまし

た。東京が空襲になると空が

赤く見えました。B29 を撃墜

するために高射砲をいろん

な陣地で撃ちましたが、低い

場所で爆発するらしく全然

当たりません。「当たれ、当

たれ」と念じても、なかなか

当たってくれません。 B29

は、結局３機落ちました。な

お、利根川河畔には模擬の電

灯が軍によって取り付けて

あったようです。柏飛行場に

も米艦載機が来て、爆弾を落

としていきました。（完） 

 
【当日松丸さん持参資料】 

袖絡み、足袋型多数（五文

からサイズは様々）、古書多

数（漢籍など）、ヤス（漁具） 

(2012年3月18日、於吉田邸、

取材：岸、記録：森) 

 

 

「埼玉県立歴史と民族の博

物館の特別展」に行きました。

川越藩・忍藩・岩槻藩の歴代

譜代大名家に関する名品が

全国から集められ、展示して

ありました。 

帰途、岩槻城址公園 と 武

州岩槻総鎮守久伊豆神社を

見学しました。同展によると、

岩槻城は 1457 年、古河公方

を牽制するため、管領扇谷上

杉の重臣 太田道潅が築城。 

後北条氏の支配を経て、徳川

家康の関東入府以降は、多く

が老中を務めた高力・青山・

阿部・板倉・松平・小笠原・

大岡の譜代大名家が城主と

なり、明治に至りました。 

大岡家は江戸中期（1756 年）

から明治まで８代にわたり

２万３千石（幕末の石高）を

治め、子爵となりました。 

城は元荒川の西側に沿う台

地上にあり、日光御成道にあ

るため将軍の宿営地となる

など重要な拠点でした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

当会当会当会当会    2012201220122012 年度年度年度年度総会・総会・総会・総会・

講演会について講演会について講演会について講演会について    

 

    2012201220122012 年度年度年度年度総会総会総会総会    
 

日時：4 月 22 日（日）午前

10 時～11 時頃 

会場：柏中央公民館 4F 集会

室１ 

柏市柏 5 丁目 8-12（教育福

祉会館内市役所となり） 

 

    講演会講演会講演会講演会    
 

平和を願い、今考える 

「アジア・太平洋戦争期にお

ける戦争指導と民衆」 

日時：4 月 22 日（日）午後

１時 30 分～（午後１時開場） 

講師：吉田裕・一橋大学教授 

会場：柏中央公民館 5F 講堂 

資料代：300 円  

（当日受付可ですが、なるべ

く事前にご連絡を） 

お問い合わせ先：04－

7131-3036 岸 または

090-3579-5185 森 

 

総会後、集会室で戦争遺跡写

真、軍関連資料、絵馬写真等

も展示する予定。 

 
明治になり城は明治新政府

により徹底的に破却された

ため、現在は、遺構はほとん

どありませんでした。 

久伊豆（ヒサイズ)神社は岩

槻城内にあり、城の総鎮守で

ありました。現在も静かな鎮

守の森の中に立派な社殿が

鎮座しております。 

今は人形の街として発展し

ている岩槻は日光東照宮造

営に携わった工匠達が住み

つき、豊富にあった桐材を使

って箪笥などを作った技術

から人形作りに発展したそ

うです。 

手賀沼が海だったころ  
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