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１.地域の歴史と自然探訪 

 

さる 2013年 3月 16日（土）

に高柳にてロケット戦闘機

秋水の搭乗要員だった、海軍

三一二航空隊の元隊員（中

尉）の方に聞取りを行い、あ

わせて高柳の善龍寺、大井の

福満寺などを訪ね、柏周辺史

跡の動画撮影を行いました

が、その後 DVD制作を兼ねた

地域の歴史探訪や歴楽講座

で柏の何ヶ所かの地域史を

取り上げるなどしました。 

なお、3月に柏自然ウォッチ

ャーズの皆さんと城跡に植

物の看板設置を行いました

が、昨年は当会独自の植物観

察会は行いませんでした。次

年度の課題と思います。 

 

 
＜豊四季での歴楽講座＞ 

 

一方、歴楽講座では高柳、

大井、豊四季、布施、花野井

といった地域を取り上げて

います。特に豊四季について

は、2013年 4月 21 日（日）、

柏中央公民館講堂において、

豊四季歴史文化研究会の末

武芳一氏を講師に招いて「豊

四季開墾よもやま話」と題し

た講演会を行い、その後 10

月 27日（日）にも歴楽講座

でまた末武芳一氏より豊四

季の開墾についての講座を

行ってもらいました。また最

近では柏飛行場の話が中心

でしたが、2014年 1月 26日

（日）に「柏飛行場と豊四季」

と題した講座を行いました。

講座の 10月と 1月は豊四季

関連で、場所も新富近隣セン

ターで実施しています。 

 

２.４回目となった城祭り 

 

2013年 11月 24日（日）の

松ヶ崎城祭りは、東日本大震

災と原発事故の影響で除染

と音楽の調べを祭りに替え

ておこなった2011年を除き、

2009年にはじめてから毎年

開催し、昨年で 4回目の開催

となりました。 例年行って

いるように、城跡の見学会は

午前、午後各1回行いました。

台地東側の古墳の解説から。

さらに古墳の一つで城の物

見台として使われたと思わ

れるものにのぼってもらい

ました。 物見台も含めて、

古墳は三基あります。門跡、

郭内、土塁や堀、虎口の様子

などを見てもらい、城の構造

や特徴について解説しまし

た。 また会場に城の模型や

絵馬の画像を展示しました。 

 

 
＜松ヶ崎城祭りの見学会＞ 

 

出し物はアルペジオさん

によるフルートとバイオリ

ンの演奏、茗荷さんの布施弁

天のお使いの話の三味線が

たりや演歌、輝簫さんの尺八

演奏でした。 

前回と同様、朝方、マルキ

ン松ヶ崎店の社員の方々に

は清掃をして頂き、感謝です。 

今回も焼き芋をしました

が、サツマ芋は塚崎の農家か

ら金時芋、船橋の農園から紅

アズマを仕入れました。約 80

本の焼芋は、余らずに完売し

ました。前回の反省から焼き

方を工夫し、窯も三つにしま

した。 ちなみに薪集めも事

前に行い、当日に備えました。 

 カンボジアに学校を贈る

会のコーヒーに加え、今回は

当会独自に甘酒も。 とはい

え、流山市駒木の成顕寺で作

ってもらったもので、成顕寺

から寸胴鍋に入れてトラッ

クで運んでもらいました。 

ご厚意に感謝します。  

 

 
＜アルペジオさんの演奏風景＞ 

  

３.講座の「継続は力なり」 

 

歴楽講座も 2010年から始

めて累計 37回となり、参加

者は延べ千人を超えました。

柏市教育委員会や地域の研

究者に講師を依頼すること

もありましたが、基本的には

手作りの講座です。 2013

年度は柏周辺の地域史や考

古学等を含めて 9 回開催し、

1回当りの平均 40名近い参

加者でした。 「継続は力な

り」です。 

 

 
＜歴楽講座「考古学超入門」＞

手賀沼が海だったころ  

_____________________________________________________________歴史・環境・遊び・夢_ 

2013 年度を振り返って 地域探訪、城祭り、歴楽講座  
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松ヶ崎城跡の植物 ～植生の変化と植樹～ 

  
 ＜鬱蒼とした杉林（左）から低木と草花の野原（右）へ＞ 

 

１．植生の変化 

 

 もう10年ほど前になりま

すが、松ヶ崎城跡の植生調査

を当会で行ったことがあり

ます。その時は、松ヶ崎城跡

は杉が鬱蒼とはえており、季

節も夏ではありませんでし

た。その後も何度か、植物観

察会などを行いましたが、城

跡の中心部の樹木が伐採さ

れたことにより、植生もだい

ぶ変わったようです。 

松ヶ崎という名前の通り、

中世から近代まで、この地は

松林が広がった地域でした。

以前東大の大学院生から問

合せがあり、調べたところ、

明治13年に陸軍参謀本部に

よって測量が行われて作成

された、迅速測図の中に「松」

「杉」などと樹木の種類も記

入されており、それを見ると、

やはり当地周辺は松が多か

ったようで、根戸や花野井、

水戸街道沿いの各地にも

「松」という文字が書かれて

います。明治初年の松ヶ崎不

動尊の絵馬にも大きな松が

描かれています。しかし、現

代の松ヶ崎城跡には松は無

く、だいぶ切られましたが、

杉林があります。杉も前記の

陸軍迅速測図で、呼塚の台地

などにあったのが分かり、古

くからあったようです。ただ、

以前松ヶ崎城跡で調べた杉

は、年輪が60もなく、戦後植

えられたものが多いことが

分かりました。 

 2008年に杉を中心とする

樹木がかなり切られました。

これによって、鬱蒼とした杉

林が少なくなり、以前は、日

陰に多かったドクダミある

いはウラシマソウなどが減

少し、ギボウシは見当たらな

くなったといいます。 

杉林が減って、大幅に日

なたが増えましたので、その

あとはたくましく雑草がは

え、それにまじって、いろい

ろな野草、例えばチダケサシ

などが増えてきました。 

 

 

 

２．最近の植樹について 

 

松ヶ崎城跡の杉が切られ

あとに、「柏ロータリークラ

ブ」が2010年2月に河津桜、

桃、コナラなどの樹木を70本

ほど、また当会が市民に呼び

掛けて募った「樹木里親」に

より、2010年3月1日に河津桜

が50本、合計120本ほどが植

樹されました。 最近では、

2011年3月27日に「樹木里親」

により、シンボルツリーとし

て桂の木を植えました（以下

の写真）。また、2012年3月

25日にも、ガールスカウトに

より、植樹が行われています。 

 

 
＜シンボルツリーの植樹＞ 

 

これは、さすがに松ヶ崎

城跡をはげ山のようにして

おくのは、環境の面でもいろ
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＜植物観察会の一こま＞ 

 

＜チダケサシ＞ 
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いろ弊害があるという判断

から、城跡の遺構である土塁

や堀、郭の中などは避けまし

たが、その他の部分は間隔を

おいて木々を植えていった

というものです。 

 

 
＜ガールスカウトの植樹＞ 

 

2011年のシンボルツリー

植樹では、東日本大震災の直

後でもあり、植樹式は行いま

せんでした。改めて植樹式を

行ったのは 1年後の 2012年 3

月 25日（日）でした。その

日に当会が主催、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

で、植樹式を行ないましたが、

当時の教育長にもご列席頂

き、参加者は約80名でした。 

なお、植樹では斜面の土

の部分にも樹木を植えまし

たが、補強の意味もあります。 

 

３．自然環境も含め次世代へ 

 

 松ヶ崎城跡はいろいろな

経緯をへて、今日戦国時代と

殆ど変らない姿で残りまし

た。しかし、あえて人為的な

装飾も必要なければ、殺風景

なはげ山でもまずいと思い

ます。 

長い歴史からすれば、

営々として残してきたので

すから、文化財であると同時

に、人々が憩うことのできる、

自然豊かな場所でなければ、

あまり面白くないでしょう。 

実は、松ヶ崎城跡には

様々な植物があります。前に

出てきたチダケサシも柏周

辺では松ヶ崎城跡と手賀沼

沿岸の一部にしかなくなっ

たような珍しい植物のよう

ですが、少なくなったとはい

え、ウラシマソウも健在です。

水引に似たミズヒキやキン

ミズヒキ、キンラン、ギンラ

ンといった華やかな名前の

わりに、やや地味な草花もあ

ります。他にジュウニヒトエ、

ホウチャクソウ、フタリシズ

カ、アキノタムラソウ、チゴ

ユリ、ユリ、オトコエシ、ヒ

ヨドリバナ、オトギリソウ等。 

 

 
＜2009年の城跡見学会＞ 

 

もちろんテントウムシや

トノサマバッタ、イナゴ等の

虫やヘビなども城跡にいま

す。姿を見た人は少ないです

が、ノウサギもいるようです。 

 

昨年3月、当会は柏自然ウ

ォッチャーズの方たちの呼

びかけに応じ、柏自然ウォッ

チャーズの皆さんと松ヶ崎

城跡に城跡にある植物解説

の看板を設置しました。 

 

 
＜柏自然ｳｫｯﾁｬｰｽﾞの方々と＞ 

柏自然ｳｫｯﾁｬｰｽﾞ青木保雄様提供 

 

こうした草花などの自然

環境をふくめて、次世代につ

ないでいきたいと思います。 
 

 
  

城跡にある植物の例 
 

 
＜アキノタムラソウ＞ 

 

 
＜オトギリソウ＞ 

 

 
＜マムシグサ＞ 

 

 
＜ヤマユリ＞ 

 

 
＜キンミズヒキ＞ 
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私の会社で坂東市岩井で橋

梁の杭打ち工事を 2012年 12

月中旬から翌 1月 10日まで

施工致しておりましたので、

2013年 1月 5日（土）の午前

中、新年の挨拶をかねて岩井

の工事現場にまいりました。 

現場の所長と四方山話にな

り平将門の話になり、午後か

ら時間が有るなら将門の史

跡が近くに有るから、見学し

たらとの事でしたので道順

を教えていただき参りまし

た。 

その時の行程をまとめまし

たので掲載いたします。 

所長さんのお話では、この

付近は現在では江川も水量

が少なく周りも水田になっ

ているが、昔は水量豊富な葦

等が生える低湿地帯であっ

たらしいとの事でした。 

以前講座で森会長が将門が

船を使用したかもしれない

との説明がございましたが、

江川・西仁連川・飯沼川・菅

生沼（その当時は一緒になっ

ていたかもしれない）を経由

して利根川を通り手賀沼方

面に行ったのではないかと

思われます。 

（TVや映画ですと将門は

騎馬の先頭を疾駆する場面

が出てきますが）NHKの大河

ドラマで取り上げられた時

はずいぶん賑わっていたと

の所長さんのお話でしたが、 

正月 5日の午後でしたが各

神社とも誰もお参りの人が

おらず閑散としておりまし

た。 

資料は２～３時間の訪問で

したので充分にまとまって

いないとおもわれますが、ご

勘弁願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①国王神社社殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜坂東市＞ 

 

 

 

 

 

 

国王神社は、天禄 3年(972

年）に平将門の三女如蔵尼に

より創建されたという。 
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文・イラスト・写真  会員 若山善幸 

 

 

＊地図の番号とあ

わせて写真を 

 みてください 

    

 

茨城県 

千葉県 
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関東の旧跡を訪ねて  

桐生氏と桐生城 

 

「桐生は日本の機どころ」

と上毛かるたにあるように、

群馬県桐生市は古くから絹

織物が織られてきた地域で、

室町時代には仁田山絹とい

う絹織物が知られました。近

代以降も繊維産業がさかん

で、今も鋸屋根の工場跡が残

っています。 

その桐生に源平合戦の頃

に住んでいた桐生氏初代の

桐生六郎は、関東の武士たち

のなかで有力な平家方であ

った藤姓足利氏の足利俊綱

を主人としていました。足利

俊綱の子忠綱は、宇治川合戦

で戦功をあげ、吾妻鏡にも

「無双の勇士」と称えられた

武将です。桐生六郎は、その

俊綱を謀殺、源氏に返り忠を

果たしたものの、源頼朝によ

って処刑され、その子孫は桐

生梅原館に蟄居したといい

ますが、定かではありません。 

その後に登場する桐生国

綱は、従来四代目の宣綱とい

われる当主の子とされ、足利

尊氏に応じて戦功をあげ、桐

生川一帯の地を与えられた

といいますが、最近の研究に

よれば桐生国綱は佐野氏の

出身で、子孫もまた佐野の血

をひく者たちであり、桐生佐

野氏というべき氏族である

ことが分かってきました。 

桐生国綱は、観応元年

（1350）、谷直綱に命じて城

山（じょうやま）に桐生城を

築き、平時は城山の南麓に居

館を建てて住み、翌観応 2年

（1351）には高津戸城などの

城主であった山田筑後守則

之を攻め滅ぼし、領地を西側

渡良瀬川沿岸に広げました。

また国綱は、桐生南部の開墾

や桐生氏菩提寺の西方寺の

創建など行っています。 

 

 
＜西方寺＞ 

 

その桐生城は桐生川によ

って形成された桐生谷の内

奥の城山にあって、檜杓山城

とも呼ばれています。本丸を

斗口とし、二の丸、三の丸を

柄とする檜杓に形が似てい

るため、檜杓山城と名付けら

れ、階梯式の連郭配置となっ

ています。桐生地域では、梅

原館を中心に新川堀を遠構、

丸山の砦、今井宿、浅間山、

物見山を前線基地とし、桐生

城を詰めの城とした地域城

が形成されていたといいま

す。桐生氏最盛期には、小倉

の砦、用命の砦などの周辺城

砦と仁田山地域城などを含

めた広域にわたる防衛線が

築かれました。 

桐生城は、城山頂上を削平

した場所を本丸とし、その西

下に二の丸、三の丸と階梯式

に郭が続き、二の丸、三の丸

の北側には北曲輪、本丸の南

側、城山山麓の渭雲寺、日枝

神社付近には城主の日常居

館がありました。 

 筆者は以前桐生城跡に登

った際、山腹の駐車場まで車

で行こうとし山道でダンプ

とすれ違って肝を冷やし、山

頂の本丸まで斜面に沿った

細い道を歩き下を見た時、足

がすくんだ覚えがあります。 

城山を徒歩で登る途中、熊

鈴のついた杖を持った登山 

 

 

の男性に出会いましたが、後

で地元の人に聞くと、時々熊

が出る、熊は一日で山の中を

数十 Kmも移動するとか。  

戦国後期まで桐生城は桐

生氏が城主で近隣を支配し

てきましたが、元亀４年

(1573）に太田金山城（群馬

県太田市）の由良氏に攻めら

れ、桐生城は落城。当主親綱

は、佐野へと落ちのびました。

その由良氏も小田原北条氏

について小田原籠城戦を戦

ったため、牛久へ移封となり、

桐生城は廃城になりました。 

 

 
＜桐生城三の丸の堀切＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森 伸之 

【平成 26年度総会のご案内】 

日時：平成 26年 4月 27日（日） 

10時～11時頃 

場所：柏中央公民館 5Ｆ 講堂  

（柏市柏 5丁目 8-12 ） 
 

総会の後、同日 13時半～16時位

まで柏中央公民館講堂にて講演

会を行います。 
 

講演演題：  

「手賀沼地域の農業と漁業と 

              人々の暮らし」 

－洪水と農業､漁業史と漁業､ 

    ウナギ､行商－（仮題） 

 

講師：相原正義氏（北海道教育大 

    元教授、中央学院大講師） 

参加費：  300円（資料代） 

 

申込不要、駐車場が限定されてい

るので、なるべく公共交通機関等を

ご利用願います。 

 

 

手賀沼が海だったころ  HPもどうぞ⇒ http://www.matsugasakijo.net/ 
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