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                            歴史・環境・遊び・夢 

手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会会報 

 手賀沼が海だったころ 

 
活動報告 １月～3月 

 

●1月 24日（土） 歴楽講座『太田道灌と下総の城』 

 
 柏市中央公民館の和室 

を会場に、32名の参加者 

を集めて、平成 26年度第 

８回目の歴楽講座『太田道

灌と下総の城』が開催され 

ました。講師は森会長。 

 この下総周辺には多く 

の太田道灌の伝説が残っ 

ています。道灌の当時は、 

 

 
↑熱心に聞き入る参加者 

 

扇谷上杉氏の家宰として、 

相模･武蔵で勢力を拡大し 

ていたといいます。 

 文明 10年（H79年）12 

月に下総千葉氏を打ち破 

った境根原合戦の際に、国 

府台城の元となった陣城 

を､太田道灌が築いたと言 

われています。この合戦場 

は､現在の光が丘団地や周 

辺の大学。住宅地となって 

いるそうです。 

 他に臼井や八千代にも、 

道灌の足跡を伝える伝承 

が多数残されていること 

を紹介してくださいまし 

た。 

 

●2月 22日（日） 歴楽講座『戦国期の古文書裏話』 

 
 アミュゼ柏の会議室を 

会場に、『戦国期の古文書 

裏話～桐生佐野氏と由良 

氏の攻防を中心に～』と題 

した歴楽講座が開催され 

ました。 

 この回では、12世紀の 

桐生六郎から始まる桐生 

氏についての解説から始 

まり、後桐生氏といわれる 

桐生佐野氏と由良氏との 

間の攻防の様子が紹介さ 

れました。 

 

 実は、桐生市上田沢の松

島家に由良氏から送られた

安堵状（現在群馬県立文書

館所蔵）が残されており、

この文書から桐生城落城の

年代が裏付けられたとか。 

 この文書の受取人･松嶋 

右京助は、元は桐生佐野氏 

に従っていたといいます。 

しかし、元亀４年（1573 

年）３月に由良氏が桐生城 

を攻め落とし、桐生の街は 
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↑太田道灌築城と言われている 

国府台城の土塁 

 

 なお、歴楽講座の後、少 

人数ではありましたが、柏 

駅前の居酒屋で新年会も 

開催されました。 

 

由良氏支配にそこで右京 

助は由良氏旗下に入り、先 

祖代々の所領を安堵され 

たのだそうです。 

 

↑桐生城跡の遠景 

 

 ３月 22日（日）に幹事会があり、平成 27 年度の活動予定が決まりました。４月 26日（日） 

には総会と歴史講演会があり、５月 24 日（日）にはその講演会を受けての歴史散歩を開催い 

たします。さらに年間８回ほどの歴楽講座、11月には松ヶ崎城お城祭り等を予定しておりま 

す。詳細は各行事のチラシ等でご案内いたしますので、ご確認ください。また、幹事会をお手 

伝い下さる方も随時募集中です。 

 

 

                     

 

幹事会からのお知らせ 
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会員便り 

 

●桜田門外の変・・黒幕説を探る 
 

 平成２７年１月６日、強 

風の中、彦根藩井伊家墓所 

の豪徳寺に初詣しました。 

豪徳寺は小田急線豪徳寺 

駅下車すぐの世田谷城址 

公園にあります。ここは戦 

国期､吉良氏居城でしたが、 

天正８（1590）年の小 

田原征伐の後、廃城となり、 

彦根藩の飛び地となりま 

した。寛永１０（1633） 

年、彦根藩第２代藩主の井 

伊直孝公が井伊家の菩提 

寺を当地に創建し僧堂を 

整備したと案内板にあり 

ました。直孝公戒名の「久 

昌院殿豪徳天英居士」より 

豪徳寺としたそうです。 

 歴代藩主家の墓所は、築 

地塀で仕切った一画にあ 

り、一般墓地と離した処に 

あります。井伊直弼公の墓 

に花が置かれていました。 

桜田門の変で直弼公の護 

衛のため殉死した「桜田殉 

難八士の碑」もあります。 

 直弼公は今から１５０ 

年前の安政７（1860） 

年３月３日午前８時、水戸 

浪士らの襲撃、桜田門外の 

変で､満４４歳の生涯を閉 

じました。事件後、彦根藩 

は３５万石から２５万石 

に減封されました。事件の 

際、登城行列家臣で死亡し 

た者は８名で家名存続、重 

傷者は幽閉、その他の家臣 

は切腹・斬首の上、家名断 

絶となりました。 

 幕末勣乱の引き金とな 

 

つた襲撃の 

模様は、本 

年３月４日 

のＮＨＫ歴 

史秘話ヒス 

トリア「新 

資料が明か 

す桜田門外 

の変」で放 

映され、事 

件の黒幕を 

 水戸斉昭公 ’ 

と推定した 

内容でした。 

 

副会長 山野邉恭夫 

 

↑豪徳寺境内にある井伊直弼公の墓 

 

 放映の要点は次のよう 

でした。 

 

1）井伊藩邸は現在の国会 

議事堂の場所にあった 

2）桜田門までの距離は６ 

００メートル 

3）江戸城登城の駕寵行列 

は毎朝７時に藩邸を出る 

4）行列の供廻り家臣は６ 

０人 

5）襲撃者は１８人、うち 

１人が薩摩藩脱藩の有村 

次左衛門､残りは水戸藩浪 

士 

6）昨年、襲撃者の一人・ 

悔後磋磯之介（かいご・さ 

きのすけ）の書いた絵入り 

の襲撃記録が発見された 

7）斬込役の一人が行列先 

頭正面に駆けより、「お願 

いの儀」と行列を止め、機 

を見て家臣に抜き付け、襲 

撃者２人が加勢し､行列を 

かく乱 

8）駕寵廻りの家臣が先頭 

 

２ 
 

部に走り寄り、乱闘になる 

9）手薄となった駕寵に 

襲撃者･森五六郎が近づき、 

直訴状の下に隠した短筒 

を至近距離の低い位置か 

ら、駕寵めがけて一発を放 

つ。森は襲撃後、現場を脱 

出 

10）鉄砲音を合図に他の 

襲撃者も斬り合いに加わ 

り混戦 

11）乱後、生き残った襲撃 

者のほとんどは幕府役人 

に捕縛され、尋問の上、斬 

首 

12）直弼公の遺体は彦根 

藩邸に運ばれ、藩医が「弾 

丸は右太ももから腰にか 

けて貫通、これが致命傷、 

刀傷はなかった」と検死記 

録を残した 

13）使用された短筒は所 

在不明であったが、太平洋 

戦争後ＧＨＱに接収され、 

最近、米国から里帰りした 

ことが分かった。箱書きに 
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「直弼公天誅の短筒、森五

六郎義士」とある 

14) この短筒は、安政元年

（１８５４）年３月３日、

日米和親条約締結を記念

してペリー提督から徳川

将軍に贈られた２０丁の

ピストルをモデルにして、

日本で複製された精巧か

つ大変高価なもので、並み

の者が持てるものではな

い。ペリー寄贈のピストル

の一部は将軍家から御三

家や御三卿家に与えられ

た 

15) 水戸斉昭は攘夷運動

の外国船打ち払いのため、

各種兵器の製造を藩内で

行ており、犯行に使用され

た短筒はペリー寄贈品の

精巧な複製であった。水戸

藩製造の兵器類は水戸市

の徳川ミュージアム館で

展示されている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) 攘夷派の水戸斉昭が

開国派の井伊直弼を抹殺

するため、近習の藩士・高

橋多一郎を密かに呼び出

し、短筒と短刀を与えて、

決起を促した 

17) 高橋は首謀者として

襲撃団を組織するととも

に、薩長藩の決起要請に奔

走したが、襲撃団には加わ

っていない 

18) 斉昭公から拝領の短

筒は、高橋から襲撃者の森

五六郎に手渡された 

19) 斉昭公拝領の短刀は

茨城県土浦市の八坂神社

に現存している  

20) 事件から８年後の慶

応４（１８６８）年４月４

日、討幕軍は無血開城され

た江戸城に桜田門から凱

旋入場した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上が放映のあら筋で

す。また、ＮＨＫ放映の中

にはありませんでしたが、

明治になり１８名の襲撃

隊士および首謀者達は位

階を受け、靖国神社に合祀

されました。ちなみに、高

橋多一郎は正四位です。 

 事件後、1. 彦根藩と水

戸藩の確執、2. 彦根藩士

の水戸天狗党敗残兵や流

山での近藤勇に対する対

処などは、実に興味のある

ものですが、また折を見て

報告することにします。 

 

 今日はここまでにしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豪徳寺メモ 

 

 小田急線豪徳寺駅・世田谷線宮の塚 

駅を最寄り駅とする豪徳寺さんは、正 

式名称を『大谿山豪徳寺』と言い、室 

町時代に世田谷城主吉良政忠が伯母で 

ある弘徳院久栄理椿大姉のために建立 

したのが最初だと言われています。そ 

の後、井伊直孝がここを菩提寺と定めました。 

 伝承では、ここの山門前を通りかかった井伊直孝を手招きし落雷から守ったのが、ここ 

              で飼われていたネコ「たま」だったと言い、招き猫発祥の 

              地の一つともなっています。仏殿横には、たくさんの招き 

              猫（こちらでは招福猫児と書くとか）が出迎えてくれるお 

              社もあります。 

               平成 20 年 3 月 28 日には、彦根藩主井伊家の墓所が、 

              国の史跡に指定され、休日などには、多くの歴史ファン 

              などが訪れる場所となっています。（編集人） 

 

↑豪徳寺の本堂 
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●2月 22日の歴楽講座を聞いて 

 
 2/22の講演で 新田義 

貞の話がありましたが、私 

の地元に「古谷」という地 

名があります。ここは、布 

施弁天の発祥の地、布施城 

址としても知られており 

ますが、新田義貞が木曽義 

仲に敗れた時に、新田義貞 

の家来･成島一族が今の館 

林へ逃れて、平地を求めて 

 

南下して落ち着いたのが 

 ｢古谷｣だったと言われて 

おります。館林には今でも 

成島駅があります。 

 住み着いたのは、成島豊 

後の守、成島筑前の守、成 

島大善の守、成島文左衛門 

と言われております。 

 (地元の方からの聞き取 

りより) 

 

        岸 勝朗 

 

 明治以降、活躍した国 

会議員の成島 勇の屋敷 

跡が今の京小町です。右側 

の利根川へ向かった坂道 

の下に港があったようで 

す。尚、布施城址は、今の 

ウイングホールです。 

 

 以上 簡単にまとめて 

みました。 

 

 布施の「古谷」は古い地域のようです。 

 地元の成島家についての伝承は、『柏市史資料編 富勢村誌』にも出ていますが、新 

田氏の家来とはなっておらず、上野国邑楽郡多々羅村大字成島、今の館林の成島から 

来たというのは同じです。成島筑後守、大膳、兵庫、外記など百官名をつけていたとあ 

り、名前もほぼ一致していますが、名前からして武士が帰農したものと考えられます。 

 新田氏の家来というのは突飛かというと、旧沼南町の布瀬や下柳戸は新田氏の子孫 

岩松氏の領地でしたので、新田系の岩松氏の家来が付近にいてもおかしくはありませ 

ん。 

                                    森 伸之 

 

●スノーシュウに挑戦してきました！  

４ 
 

       新名 仁 

 

 高峰山でスノーシュウ 

に初めて挑戦。銀世界の自 

然林の中をがんじきの様 

なスノーシュウを履いて、 

約３時間歩きました。 

 落葉松の美しさにため 

息をつきながら、自然の厳 

しさにたえる樹木の生命 

力や知恵に感心したり、驚 

かされたり。自然の素晴ら 

しさに圧倒されつつ､満喫 

しました。 

 眼下に広がる雲海眺め 

つつ温泉を楽しみ、飲んで 

食べ、生活の垢を落として 

下界に戻ってきました。 

さあ、明日からまた、頑張 

らなくっちや。 
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 春のお彼岸のおり、世田

谷までお墓参りに行って

きました。なんと、藤田家

のお墓は豪徳寺にあるん

です。お天気も良かったの

で、ついでにと、周辺の散

策もしてきました。実は世

田谷には、史跡が結構ある

みたいです。 

 いつだったか以前に『タ

モリ倶楽部』という深夜番

組で紹介していた世田谷

城跡のこともずっと気に

なっていましたし、今年は

吉田松陰の妹が大河の主

役ということで、世田谷線

の松陰神社駅からお墓の

ある豪徳寺までを散策し

てきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●お墓参りのついでに寄ってきました 藤田 理恵子 

世田谷城跡公園 

 世田谷城は 14世紀後半に 

吉良治家が居住したことに 

始まると言われ、天正 18年 

（1590年）の豊臣秀吉の小 

田原攻めにより、北条氏の 

庇護下にあった吉良氏も滅 

び、世田谷城も廃城となっ 

たといわれています。 

 

 

 

 

↑正面入り口 

↓看板には、廓の位置等の説明も 

松陰神社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文久 3年（1863年）、元長州藩の火災避難所だ

った場所に、高杉晋作、伊藤博文ら元塾生達が吉

田松陰の墓所を造ったのが最初。その後明治 15

年（1882 年）に墓畔に社が築かれ、現在の松陰

神社となったそうです。 

 

烏山川緑道 

 かつて世田谷城の天然の堀だった烏山川を埋

め立て緑道とした場所。緑道の一角には、この地

のかつての様子を伝えるようなタイルをはめ込

んだ煉瓦の歩道や、植栽の中に招き猫のオブジェ

が置かれている場所も。季節ごとに様々な花が咲

く緑道は、地域の方々の良い散歩道となっている

ようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓
松
陰
神
社
の
拝
殿
。
大
河
の

影
響
で
参
拝
者
は
増
え
て
い

る
と
か 

 

↑
神
社
の
境
内
に
、
山
口
県

萩
市
に
保
存
さ
れ
て
い
る
松

下
村
塾
を
再
現
し
た
建
物
も 

   

   

 

 

 

●この日の散

策で発見した

タイル達 
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 もう 20年以上前になり

ますが、兵庫県に住んでい

た時、関西の盆踊りで歌わ

れるものとして、河内音頭

以外に江州音頭があると

いうのを初めて知りまし

た。「やっぱり音頭は、ゴ

ウシュウやな」というのを

神戸の飲み屋さんで聞い

て、「豪州？」と一瞬思っ

たのですが、「江州」すな

わち近江の国の音頭とい

うのはじきにわかりまし

た。しかし、東京出身の私

でも河内音頭は知ってい

ましたが、大阪や兵庫でな

ぜ滋賀県の音頭が歌われ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この貝祭文は、江戸時代

の終わり頃、北関東、今の

群馬県や埼玉県でさかん

でした。江州音頭も、実は

北関東にルーツがありま

す。といいますのは、武州

岡部村万宝院の桜川雛山

に近江八日市の西沢寅吉

が祭文を習い、桜川大龍と

名乗って、地場の祭文踊り

も取り入れた江州音頭を

始めたというからです。西

沢寅吉が祭文の音頭を始

めたのは江戸時代末期で、

演目を整え今の滋賀県豊

郷町の千樹寺で弘化三年 

 

 

るのかは少し疑問でした。 

「ヨイト ヨイヤマッカ 

ドッコイサノセ」の掛け声、

リズミカルな音頭の調子

は、なんとなく懐かしく思

えたのですが、それは出だ

しの威勢の良さが八木節

と多少似通っているから

かもしれません。そして実

は八木節と同じ系統のも

のでもあるのです。 

この江州音頭は、錫杖と法

螺貝を使う音頭です。滋賀

県を中心に関西の広い地

域で盆踊り等で歌われる

江州音頭は、実は幕末の頃

北関東で歌われた貝祭文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1846）7月 17 日、古例

により遷仏供養が行われ

た際に披露したのが江州

音頭の始まりと言われて

います（諸説あり）。 

河内音頭が明治中期、八

木節が大正期に成立した

のに対し、江州音頭はその

前の古い音頭で、今も音頭

取りは金杖を振るって音

頭を読上げているのです

から、祭文の名残りもあり

ます。 

桜川雛山はいわゆる山

伏系の行者だったようで

すが、各地で祭文を語って 

 

 

がルーツでした。祭文とは、

もともと山伏や修験者が

神社・仏閣の祭りの中で神

仏に告 

げる文のことで、後に世事

や仇討、心中物などの語り

を取り入れ芸能化したも

のです。 

 その祭文を面白おかし

く広めたのは、山伏が山か

ら下りて、俗山伏、里山伏

といわれ門づけ芸などす

るようになった人々です。

その祭文は法螺貝を楽器

代わりに使い、三味線の擬

音を貝に口をあてて「デロ

レン」と文字通り口三味線

をしたことから、貝祭文、

デロレン祭文と呼ばれま

した。法螺貝と一緒に楽器

として使われたのが、普通

の錫杖から輪っかをとっ

た金杖という特殊な錫杖

です。 

 

 

 

いたようで、近江の西沢寅

吉は桜川雛山の祭文を聞

いて、それに惚れ込み弟子

入りしたのでしょう。 

 西沢寅吉は板前でした

が、歌が得意で、「歌寅」

とあだ名を付けられてい

た人物ですので、夢中で江

州音頭を作ったと思われ

ます。 実際に江州音頭が

誕生した地は、滋賀県の八

日市とも豊郷町ともいわ

れますが、いずれにせよ関

東の祭文が滋賀県に伝わ

り音頭になったのは間違

いありません。 

●江州音頭の起源と関東 会長 森 伸之 

 

←金杖 

滋賀県江州音頭普及会（GO！GO！江州音頭 HPより） 
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面白いことに、桜川大龍

を名乗って江州音頭の創

始者になった西沢寅吉は

板前、そして桜川大龍こと

西沢寅吉の協力者で、のち

に真鍮家として江州音頭

の二大流派を作ることに

なる奥村久左衛門は真鍮

家の名の通り金属加工業

者と、江州音頭は商工業者

の音頭なのです。その江州

音頭は、自身が音頭取りで

あった近江商人が関西各

地に伝えて普及されまし

た。泉州音頭など、江州音

頭が原型で派生して出来

たものもあります。 

一口に江州音頭といっ

ても、一定の歌詞があるわ

けではなく、流派、家元、

音頭取り個人によって、個

別の歌詞があります。掛け

声は同じでも、中身の節回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しや歌詞は変化に富んで

います。節回しでも、一般

的な歌の文句を歌ってい

る平節のほかに、「デレレ

ン」を繰り返すなどの祭文

節、嘆き、怒りなど感情表

現をする役節が随所に入

っており、難しい部類の音

頭でしょう。 

音頭取りは師匠と弟子

の関係から名跡を継ぐケ

ースが多く、○○会、△△

家などの音頭取りの師匠

を中心に音頭取り、囃子方

などの集団が滋賀県、大阪

府、京都府などに群立して

います。また従来の金杖と

法螺貝だけの伴奏ではな

く、三味線や太鼓、鉦、果

てはエレキギターも今は

伴奏に加わり、現代風の賑

やかな演奏になっている

ことが多いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音頭取りで有名なのは、

大阪寝屋川出身の初代桜

川唯丸でしょうか。古くか

ら江州音頭は寄席などで

も演じられましたが、初代

桜川唯丸はテレビ等でも

活躍、独自の芸風を作り、

別のミュージシャン（上々

颱風など）との共同での音

楽活動もおこないました。

現代風にアレンジされた

江州音頭が関西一円に広

がり、今は東京（錦糸町）

にも盆踊りの櫓が立って

いるのは、まさに貝祭文の

逆輸入といっていいでし

ょう。 

 

（参考文献） 

『貝祭文研究ノート』  

森 顕治 立正大学文学

部研究紀要 第 9号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜江州音頭の家元系統図＞ 

 
滋賀県江州音頭普及会 GO！GO！江州音頭 HP より 
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情報広場 

 

 このコーナ－では､会員 

の皆様から寄せられた情 

報や､編集部が見っけてき 

た情報等､様々な情報をご 

紹介いたします。 

 

●会員有志で『お気楽散歩 

会』を結成しました！ 

 
 まだ言いだしっぺ数人 

ですが、会員有志で『お気 

楽散歩会（仮）』を結成い 

たしました。 とりあえず、

気候の良い５月 10日（日） 

に等々力渓谷及びその周 

辺へのお散歩を企画して 

います。興味を持たれた方 

は､編集部までお問い合わ 

せください。 

 

●佐倉市･国立歴史民俗博 

物館で『大ニセモノ博覧会 

～贋造と模倣の文化史～』 

展開催中 

 
 他人を騙すためのニセ 

モノが横行する現代です 

が､本来はニセモノとホン 

モノの関係はもっと複雑 

で微妙なものだったとか。 

そこで、この展覧会では、 

ホンモノとニセモノとの 

関係を、時代や地域・社会 

背景によってどう変化し 

てきたのかを明らかにす 

るそうです。 

 展示品には､縄文時代の 

イミテーションのアクセ 

サリーからホンモノの織 

田信長の書､人魚のミイラ 

の造り方も。 

 ５月６日（水）まで。 

 

 また､大正時代から昭和 

初期にかけての山村での 

衣類や朧物などの民俗学 

的なコレクションを紹介 

する『山の流行服』と題し 

た展示も同時開催中。 

 

●江戸東京博物館で『大関 

ヶ原展』開催中 

 

 徳川家康没後 400年を 

記念した展示会です。関ヶ 

原合戦はどのように起こ 

りどのような時代を準備 

したのか､その実像を明ら 

かにし､家康の素顔にも迫 

るとのこと。 

 ５月 17日（日）まで。 

 また、８月には『徳川の 

城～天守と御殿～』と題し 

た特別展も開催予定です。 

 

●千葉県立関宿城博物館 

でパネル展『日本の城郭と 

天守』が開催されます 

 
 野田市にある関宿城博 

物館で６月 30日（火）～ 

10月１日（木）まで、全 

国の復元･復興された天守 

を持つ城から 10城ほどを 

取り上げ､城郭図と共に写 

真パネルを展示するそう 

です。 

 なお現在は､昔懐かしい、 

かつての生活用品や農耕 

具等を展示する『昔のくら 

し展』を開催中。 

 

編集部より 
 

 いよいよ新年度が始 

まりましたが､皆さんは 

いかがお過ごしです 

か？ 新たな事にチャ 

レンジしている方もい 

るのでは。ぜひ、皆さん 

の近況を編集部にもお 

教えください。お待ちし 

ております。 

 

次回の会報発行予定 

 ７月 26日（日） 

原稿締め切り 

 ６月 30日（火） 

原稿内容 

 研究論文、紀行文、エ 

ッセイ、小説、写真、イ 

ラスト、なんでもＯＫで 

す。字数の制限などもあ 

りません。会報の１ペー 

ジには約 1700字ほど入 

りますので、それを目安 

にしてください。 
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