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当会では以前にも歴楽講

座で取り上げ、反響も大き

かった秋水関連の講座と見

学会が、約 30名の参加者を

集めて開催されました。

ことの発端は正連寺付近

の秋水関連施設の保存につ

いて様々な報道がなされた

ことでした。戦争遺跡の保

存は賛否両論が必ずありま

す。この機会に今一度見て、

それぞれに戦争と平和につ

いて考えたいとの思いから、

今回の見学会の企画が持ち

上がりました。

幸い天候にも恵まれ、興

味を持った多くの方々に参

加していただきました。

お城祭りの１週間前、幹

事をはじめ会員有志が朝か

ら集まり、のぼり旗の設置、

見学通路の確認、近隣への

挨拶とチラシ配り等の作業

が行われました。

まず最初に行われたのが、

見学通路の確認。大勢の見

学者が安全に見学できるよ

うに、通路の様子を確認し、

午後１時に柏ビレジ近隣

センターに集合した参加者

に、まずは森会長からの秋

水に関する解説が行われま

した。その後、秋水燃料庫

だけでなく、周辺の古墳や

ゴミの撤去などを行いまし

た。そして、郭の柵にのぼ

り旗を設置。

城跡そのものの確認が終

わると、手分けしてチラシ

配り。近隣のマンション等

を中心にチラシを配布させ

ていただくとともに、周辺

のお店にもご挨拶しました。

石仏などの史跡も含めての

見学となりました。全部で

約３km という見学コースで

したが、皆さん熱心に見学。

地元の歴史への関心の高さ

が伺われる回となりました。

手賀沼が海だったころ

_____________________________________________________________歴史・環境・遊び・夢_

活動報告 10月～２月

●10月 23日（日） 平成 28年度第５回歴楽講座

『ロケット戦闘機秋水と柏市花野井・大室』講座＆見学会開催

●11 月 13 日（日） お城祭りの準備＆チラシ配り
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←見学順路 ①柏ビレジ近隣セ

ンター ②キツネ山古墳 ③秋

水地下燃料庫（地上にヒューム

管が露出） ④大洞院門前石仏

群 ⑤花野井分教場跡 ⑥秋水

地下燃料庫（花野井交番裏） ⑦

秋水地下燃料庫（台地斜面）

↑青空の元、１年ぶりに「お

城祭り」ののぼり旗が設置さ

れました。
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天候にも恵まれた 11月 20

日、今回も近隣の方を中心

とした大勢の方々が参加し

て、お城祭りが大盛況で開

催されました。毎年大人気

の焼き芋販売はもちろん、

城跡の見学会やステージで

の催し、さらには松葉町で

人気の「ブックススズキ」

さんの絵本ブースや、ブラ

ウンコットンの栽培を通し

て福島支援を展開している

●11 月 20 日（日）『松ヶ崎城跡お城祭り』及び

11 月 23 日（祝・水）『出前松ヶ崎城祭り』を開催！

↑なんと、マーサさん目当てで

駆け付けてくださった方も。

↓今年は、会のオリジナル絵葉書

と会長提供の雑貨も展示販売。

↑すっかり毎年恒例となった

焼き芋。今年も大人気でした。

↑絵本は子供だけのものではな

いようです。何人もの方が、ブッ

クススズキさんとの絵本談義を

楽しんでいらっしゃいました。

↓今年も松ヶ崎城跡や城跡

にあったお不動様の事を記

したパネルを展示しました。
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「福島支援柏コットンプロ

ジェクト」さんのブースな

どの開設もあり、家族連れ

にも大いに楽しんでいただ

けたようです。

ステージに登場してくだ

さったのは、山口百恵さん

のコンサートツアーに参加

したこともあり、現在はポ

ップ三味線の演奏者として

活躍しているマーサ☆リノ

エイさんと、「心と体の老

化防止」を目的に結成され

たという「おおたかの森お

囃子会」の皆さん。どちら

も元気で楽しいステージを

見せてくださり、小さなお

子さんから人生の大先輩ま

で、皆さんから大きな拍手

が上がっていました。

今年は「出前」もあり、

いつもと一味違う「お城祭

り」となった気がします。

↑おおたかの森お囃子会の獅子舞は大迫力でした。
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柏市民活動フェスタに「出前」してきました！

毎年柏では、各種市民活動を

している団体を紹介する市民活

動フェスティバルが行われてい

ますが、11 月 23 日に行われた

そのフェスティバルに、当会も

「出前松ヶ崎祭り」として参加

しました。「出前」ですので、

歌と演奏のミニフェスタを開催。

昭和歌謡などで活躍中の藤原正

治さんのエレキギター演奏と、

何度もお城祭りに参加してくだ

さっている茗荷さんの三味線演

奏を中心に、富澤美奈子さんの

司会で、会の活動をＰＲしてき

ました。

↑今回初参加の藤原さんは、誰もが知っている昭和歌謡やポッ

プスを演奏してくださいました。
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松戸にある古刹・本土寺

はその創建以来地域と密接

なつながりがあり、その過

去帳は歴史的に貴重な資料

として知られています。そ

の過去帳には柏とゆかりの

深い地名や人名も数多く登

場しているといいます。こ

うした地名、人名などをつ

ぶさに見ていくと、東葛地

域の中世の勢力図を知るこ

ともできるとか。

この過去帳について、前

回の会報に原稿を投稿して

いた森会長が講師となり、

20 名以上の参加者が集まっ

ての講座となりました。

天候にも恵まれ、約 30 名

が参加して小金歴史散歩が

行われました。

またこの日は、年明け最

初の歴楽講座ということも

あり、希望者を募っての懇

親会も開催されました。

参加してくださった皆さ

んから、今後の活動の希望

なども聞かせていただきま

したので、これを参考に、

幹事会では講座などを企画

したいと考えています。

●12 月 18 日（日） 平成 28 年度第６回歴楽講座

『本土寺過去帳と柏の中世』開催

↑森会長の解説に、参加者どなたもが興味深く聞き入っていました。

●１月 29 日（日） 平成 28 年度第７回歴楽講座

『歴史散歩 小金東漸寺から根木内城跡』開催

→根木内城跡で熱心に説明に耳を傾ける皆さん。

↑東漸寺の山門
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当会では、これまでも歴

史散歩や史跡見学を何回も

開催してきました。そうし

たこれまでの活動で蓄積し

てきたものを、この回では

クローズアップしました。

例えば布施では、布施弁

天東海寺のご住職から講演

していただいた内容と共に、

周辺の歴史についてを解説。

歴史散歩をするならと、散

歩ルートも想定しました。

花野井や松ヶ崎について

では、以前会で巡った散歩

ルートに沿っての解説も。

特に花野井では古いの史跡

とともに、戦争遺跡である

秋水の燃料庫等についても

紹介。会員の中に地域の屋

号などについて調べている

人がいるということにも、

興味を持った方がいたよう

です。

歴史散歩に参加したこと

がある人も、初めてルート

を知った人も、改めて柏の

歴史に思いをはせていたよ

うです。

●２月 26 日（日） 平成 28 年度第８回歴楽講座

『歩いてみた柏 ～布施・花野井・松ヶ崎を中心に～』開催

←古い石仏の多さも、

柏に歴史があること

の証拠。これは松ヶ崎

香取神社境内にある

千葉県最古と伝わる

弁財天。

幹事会からのお知らせ

平成 28年度の行事も終わり、いよいよ４月からは平成 29年度が始まります。その年度最初の行事が

総会と歴史講演会です。以下の通り開催することが決まりましたので、万障繰り合わせの上、ぜひ皆さ

んご参加ください。

平成 29 年度総会＆歴史講演会

日時：４月 23日（日） 10 時～ 総会

             14 時～ 歴史講演会

場所：柏中央公民館 ４階 集会室

講演会テーマ：中世の板碑と城郭

          ～柏、白井地区を中心に～

参加費：総会 無料

      歴史講演会 会員 100 円

             非会員 300 円

※幹事会では、会の運営にご協力くださる方を募集しています。会の行事企画を考えたいという方はも

ちろん、講座や行事の当日なら手伝えるという方も、ぜひ事務局までご連絡ください。

イラスト／若山善幸
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さる 2016 年 12 月 24 日未

明、

当会の２代目会長だった青

山茂氏が逝去しました。12

月 29 日にお通夜、30 日に告

別式が行われ、参列した大

勢の方に見送られました。

青山元会長は、当会の立

ち上げをおこなった中心人

物ですが、会設立当初は副

会長、2005 年度から 2007 年

度まで会長となり、その後

も会の活動を支えてくれま

した。当会の会議も青山氏

宅で行われることが多く、

またそこで馬頭琴の演奏、

柏出身の歌手の方の歌の披

露などのイベントや会員や

近隣の方も参加したちょっ

としたパーティなどもあっ

た思い出があります。

皆さんご存じのように、

青山元会長はかなり以前か

ら目がご不自由であり、道

を歩く時などは杖をつくか、

誰かの肩につかまって歩い

ておられました。それでも

以前は城跡の観察会、清掃、

花野井の歴史散歩などにも

参加、城跡での竹炭作りに

も、ご子息と参加されてい

ました。電子メールもよく

発信されていましたし、車

で移動するときでも、どの

辺りを走っているかを言い

当てたり、城跡に横断幕を

設置するのに木に登ろうと

したり、本当は目が見える

のではないかと思ったほど

です。

とにかく状況をよく把握

され、決断や行動が迅速か

つ的確だったと思います。

目がご不自由なのに加え、

会長在任中に大動脈解離と

いう病気になり、かなり長

い間入院生活を送られまし

た。そういった状況にも関

わらず、行動力に溢れ、当

会のみならず、こんぶくろ

池や馬頭琴など、様々な活

動を行ってこられたことは、

皆さんご承知の通りです。

心からご冥福をお祈りい

たします。（森 伸之記）

会員だより

●青山元会長逝去

森伸之

↑ご自宅にて（2008 年 3月 23 日）

←2009 年 11 月 15 日の松ヶ崎城祭り

で（右端）
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松ヶ崎不動尊は、江戸時

代中期の正徳３年（1713）

現在の柏市松ヶ崎に、倶梨

伽羅不動尊がまつられたの

がはじめのようで、安政２

年（1855）に、松ヶ崎城跡

の南側の台地中段、城の腰

郭跡に移されました。相馬、

葛飾、印旛の三郡の境目に

あるということから、「三

郡境のお不動様」と呼ばれ

て、近隣の信仰を集め、江

戸時代末期から明治にかけ

て栄えたようです。松ヶ崎

不動尊には「松ヶ崎不動尊

風景図」などの絵馬が奉納

されたのですが、残念なが

ら、平成８年（1996）６月

８日に火事になり、松ヶ崎

不動尊は絵馬ともども火事

で焼失してしまいました。

松ヶ崎不動尊は湧水の出

る場所の上にあり、倶梨伽

羅不動を本尊としていまし

たが、祭礼の時は出店も出

たようで、その様子は高さ

約 80cm、横が約 166.5cm と

大きな「松ヶ崎不動尊風景

図」の絵馬に描かれました。

この絵馬の右下には「応需

楊柳斎謹書」とあり、楊

柳斎という絵師が、求めに

応じて描いたことが分かり

ます。

画面の上下に旧水戸街道

が走り、人力車に乗った人

など人の往来が松ヶ崎の近

辺で多かったのが、この絵

からも分かります。画面右

側にはサッパ舟を浮かべた

手賀沼があり、現在の大堀

川が途中二筋だったものが

水戸街道の手前で一本とな

って手賀沼に注ぐ様子も描

かれています。日付が分か

りませんが、絵の様子から

明治初年のものと思われま

す。

また、「松ヶ崎不動尊参

拝図」（明治５年）の絵馬

は、絵の具が剥落していま

したが、当時滝のように流

れる松ヶ崎湧水で、修験者

が修行をした様子が見つか

りました。

松ヶ崎不動尊の絵馬では、

他に種々の「剣図」、また

「藤原秀郷・平将門合戦図」、

「文覚上人荒行図」、「女

拝み図」などがありました。

これらの絵馬は、明治５

年（1872）頃に制作された

ものが多いようです。

藤原秀郷・平将門合戦図

は、藤原秀郷が槍を持って

いるのは平安時代の合戦な

のに、南北朝時代に初めて

合戦で使われた槍が出てく

るところは、時代考証がお

かしいですが、画面の左側

の将門は兜を飛ばし、慌て

ているのに、藤原秀郷は画

面中央でまっすぐに槍を突

き出しているという、藤原

秀郷側にたって描かれてい

●松ヶ崎不動尊にあった征露従軍者奉納額

森 伸之

↑松ヶ崎不動尊風景図（画像は柏市教育委員会所蔵）

↑藤原秀郷・平将門合戦図（拡大）（画像は柏市教育委員会所蔵）



手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会会報

2017 年３月 11 日

第 35 号

- 8 -

るのが特徴的です。平将門

を英雄視するような絵など

が北総地方に多いなかで、

逆の立場で描かれていると

いうのが面白いと思います。

時代は下って、明治 39 年

（1906）奉納の「征露従軍

者」の額も、松ヶ崎不動尊

にありました。これは通常

の絵馬のように絵が描かれ

たものではなく、日露戦争

に従軍した人が生還後に自

分たちの氏名のみを書いて

奉納したもので、地味なも

のです。杉材と思われる板

に、上に「奉納」、右側に

「征露従軍者」、左側に「明

治三十九年三月納」、下に

20 名の氏名を記載しただけ

の簡素なものです。残念な

がら、氏名の文字が消えた

部分があり、すぐに氏名が

判読できる人は半分の 10 名

にすぎません。

『柏市史 資料編二』所収

の「千代田村誌」に載って

いる明治三十七八年戦役、

つまり日露戦争の勲功者年

金賜金の一覧表に出てくる

氏名と上記奉納額記載氏名

と合致するのは、その 10 名

のうち７名です。これは一

体どういう訳でしょうか。

奉納額に記載されている

氏名は「椎名大太郎、出山

半之助、椎名林蔵、■■■

■、■■■之助、■本■松、

■本？■太郎、芳？野忠次、

■■■■郎、根本勘助、椎

名長吉、長妻喜之助、鈴木

喜一郎、田中忠兵衛、芳野

弥源次、長妻■■、■■■

次郎、■■儀市、■■■蔵、

■井伊太郎」です（直後に

？とあるのは不明瞭な文字、

■は判読不能文字）。

どういう訳か、奉納額に

「芳野弥源次」とあるのは、

「千代田村誌」にある吉野

彌源次氏のようです。また

奉納額で「芳野忠次」と読

めるものも、「千代田村誌」

では吉野忠次氏となってい

ます。

奉納額の人のうち、出山

半之助氏は陸軍近衛歩兵第

四連隊の軍曹、根本勘助、

椎名長吉、鈴木喜一郎、吉

野彌源次（芳野弥源次）の

各氏は同じく近衛歩兵第四

連隊の一等卒、吉野（芳野）

忠次、長妻喜之助の各氏は

陸軍歩兵第二連隊の一等卒

と「千代田村誌」にありま

す。椎名大太郎、椎名林蔵、

田中忠兵衛の各氏は「千代

田村誌」に載っていません

が、柏第一小学校にある表

忠碑（昭和 11年（1936）建

立）によれば、椎名大太郎

氏は部隊は分かりませんが、

歩兵少尉、椎名林蔵氏も部

隊は分かりませんが憲兵上

等兵、田中忠兵衛氏も部隊

は分かりませんが、騎兵だ

ったようです。なお、近衛

歩兵第四連隊は現在の都立

青山高校の辺りにあった部

隊ですが、日露戦争では奉

天での戦いなど激戦を経験

しました。

また、歩兵第二連隊はい

わゆる佐倉連隊で、明治 10

年（1877）の西南戦争にも

行った古い歴史ある部隊で

あり、当時は佐倉城跡に駐

屯し、日露戦争に出征した

部隊でした。

「千代田村誌」にある明治

三十七八年戦役、日露戦争

での千代田村から出征した

人のうちの戦死者は７名、

戦病死者は１名、62 名生存

ですので、生還率は 89％で

すが、奉天会戦などの戦い

に行った人などの生還率は

だいぶ低いでしょう。

いずれにしろ征露従軍者

奉納額に書かれた人々は、

「千代田村誌」の明治三十

七八年戦役の勲功者年金賜

金の一覧表に出てくる 62 名

の一部でありますが、松ヶ

崎不動尊に彼らがこの額を

奉納したのには、激戦を生

き抜いた安堵感もあったの

ではないかと思います。

もう少し奉納額の人の裏

付けがないか考え、気付い

たのは、以前歴楽講座の一

環で訪れた松ヶ崎の香取神

社に日露戦役従軍記念碑が

あったことです。そこで石

碑の裏側の銘文を調べてみ

ました。

この碑は松ヶ崎出身で日

露戦役に従軍した 22名の人

の氏名を列記しており、う

ち戦死者は１名です。この

碑文に刻まれた名前と奉納

額を照合してみました。

ちなみに、松ヶ崎の香取

�
�

征
露
従
軍
者
奉
納
額(

画
像
は
柏
市
教
育
委

員
会
所
蔵)
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神社に日露戦役従軍記念碑

の裏側にある碑文は図１の

通りです。建てた日付がな

いですが、文面から昭和天

皇即位の御大典時、つまり

昭和３年（1928 年）11月頃

のようです。

奉納額には住所は書いて

ありませんが、名前の読め

る人が松ヶ崎香取神社の日

露戦役従軍記念碑にある松

ヶ崎出身の従軍者に合致す

ることから、この奉納額の

人たちは、基本的に松ヶ崎

出身者と思われます。

そう考えると、奉納額の

四番目の方は特定できませ

んが、五番目は芳野徳之助

氏（一等看護卒）、六番目

は根本由松氏（騎兵十五連

隊・上等兵）、七番目は根

本亀太郎氏（歩兵二連隊・

上等兵）、十六番目は長妻

惣蔵氏（近衛歩兵四連隊・

上等兵）、十七番目は長妻

猶次郎氏（歩兵一等卒）、

十八番目は根本儀市氏（歩

兵一等卒）、十九番目は長

妻熊蔵氏（歩兵一等卒）、

二十番目が互井伊太郎氏（部

隊等不明）になると推定で

きます。九番目は最後の郎

しか読めませんが、他に郎

がつく人は、松ヶ崎出身者

で日露戦役従軍者では椎名

勝五郎氏（歩兵一等卒）し

かおらず、多分その人でし

ょう。

こういう日露戦役生還者

が凱旋を記念した奉納絵馬

・額や記念碑は、結構各地

にあります。

ちなみに、歩兵軍曹だっ

た出山半之助氏は、勲七等

功七級で年金百円を与えら

れ、それは日露戦争当時、

現在の 100 万円近い価値が

あったと思います。

奉納額に名前のある人の

なかで、この出山半之助氏

についてはある程度記録が

あり、どんな人が分かりま

す。当時、柏市松ヶ崎に限

らず、日本の多くの人々は

農業に従事し、二十代、三

十代の青年が出征で家にい

なくなることは、農家にと

って貴重な労働力を失い、

大変困ったことでした。そ

のため柏では日露戦争開戦

直後の明治 37年（1904）３

月１日には松ヶ崎の長妻某

家のために、地区の有力者

が拠金し、白米６俵をその

家族に送り、柏の郵便局長

寺島五兵衛氏らが中心にな

って共同貯金会を設け、恤

兵（じゅっぺい）のために

相当額を集めたといいます。

恤兵活動を行った寺島五

兵衛氏には、出征した兵士

から感謝の手紙が送られま

したが、その中に出山半之

助氏が明治 38年（1905）２

月に書いたものがあります。

それを抜粋しますと、「旅

順攻囲軍の砲兵隊及重砲兵

到着し目下各方面へ据付中

で有升（あります）、中ニ

は廿八サンチ砲も来たと云

ふ事です。之れでヤツヽケ

ましたらば今度の攻撃には

腰のヌケる露助ガ沢山で随

分捕虜ガ有だろうと思ヒ升

（略）寒さの事ニ付て一二

申上升、之れ迄之内で一番

寒むかつたのは十月下旬よ

り十一月中で此時摂氏零下

＜図１＞香取神社の日露戦役従軍記念碑碑文



手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会会報

2017 年３月 11 日

第 35 号

- 10 -

三十度でした。米を磨かん

として少シ計り水を入れ棒

を以テ磨てる間に凍りて動

カなくなり、肌ノ儘鉄部に

触れますと皮ガ吸ヒはガさ

れるのです、石油さゐ凍る

位ですから酒なとわ氷とな

り分配を受るに手籠ヤ天幕

を持ち行様な訳けでした

（略）熱血湧ガ如皆さんガ

儀（義）金成されし恤兵金

にて種々の物品を講へ御送

與被下実に恭ク存居候」と

独特の言い回しながら、戦

況や生活の詳細を具体的に

書き記し、恤兵寄附金をく

れた人達へ感謝の意を表し

ております。

実はその出山半之助氏は

昭和９年（1934）には柏で

精米商になっていましたが、

「殊勲者待遇改善ニ関スル

請願」を他３名の人と一緒

に当時の斎藤実総理大臣に

出しています（注）。昭和

初期の 100 円は、今の貨幣価

値で多分 20 万円強に価値が

下がっていたので、年金の

増額がないことに不合理を

感じて、請願を出したもの

と思います。

前述の表忠碑の建立の役

員にも、出山半之助氏は名

を連ねており、地域の指導

者的な立場だったのだと思

われます。

また、松ヶ崎の覚王寺境

内にある昭和 42 年（1967）

建立の「戦没者記念碑」に

は「陸軍准尉 長妻太郎」

以下 37名の名前が記載され

ています。いつの戦没か書

かれていませんが、その階

級で昭和 15 年（1940）に新

設された陸軍兵長の方がい

ますので、アジア・太平洋

戦争の戦没者です。

そのなかに、海軍の「上

等整備兵 根本勘助」とい

う名前があり、征露従軍者

奉納額にある根本勘助氏と

同姓同名です。もちろん奉

納額の根本勘助氏は陸軍近

衛歩兵第四連隊所属で、陸

軍から海軍に異動すること

はなく、時代も 30 年以上違

いますので同一人物ではあ

りません。同じ名前の別人

になりますが、代々同じ名

前を襲名した可能性もあり、

日露戦争で生還した方のお

身内が、アジア・太平洋戦

争で戦没したことになるの

でしょうか。

（注）「殊勲者待遇改善ニ

関スル件（四件）」

請願 00067100-01401

(所蔵館：国立公文書館)

参考文献：

『柏の金石文（Ⅱ）』

柏市教育委員会（1999 年）

『柏の絵馬』

柏市教育委員会（1985 年）

『柏市史 近代編』

柏市史編さん委員会

（2000 年）

『柏市史 資料編二』

柏市史編さん委員会

（1971 年）

●今年も松ヶ崎城跡の河津桜がきれいに咲いていました！    写真／荒井辰男
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平成 28年 11 月８日（火）

に、茨城県龍ケ崎市にある

新田義貞墓所と菩提寺をお

参りしました。お寺は曹洞

宗で太田山金龍寺といい、

旧水戸街道若柴宿にありま

す。ＪＲ常磐線牛久駅から

２Km、牛久沼の近くです。

（ 〒301-0041

茨城県龍ケ崎市若柴 866

TEL0297-66-3469）

ちなみに、牛久沼は龍ケ

崎市の区域で、龍ケ崎市と

牛久市は隣り合わせです。

お寺は高台の閑静なとこ

ろにあり、敷地は広く、よ

く整備されています。本堂

は立派で、新田一つ引き・

大中黒引きの家紋が目立ち

ました。義貞および一族の

墓石は本堂の裏手側にあり

ます。

龍ケ崎市ＨＰ等により墓

所の来歴を概略すると次の

通りです。

1301 年（正安３年）

新田義貞、上野の国世良

田（現群馬県太田市）生。

1338 年（延元３年）

義貞、越前藤島（現福井

市）で討死。

1417 年（応永 24 年）

新田（岩松）一族の横瀬

（のち由良→明治になり新

田に改称）氏により義貞

の菩提寺として世良田に

太田山金龍寺創建。

1590 年（天正８年）

太田金山城主の由良国繁

は、北条方として 300 余騎

をもつて小田原城に籠城。

一方、国繁の嫡男の貞繁

は 200 の兵を引き連れ、秀

吉方の前田利家軍に参戦。

小田原落城後、由良国繁

は滅亡、由良貞繁は上総

国牛久５千石（大坂の陣

後、７千石）に移封され

牛久城主となった。

この時、世良田の義貞墓

と金龍寺を龍ケ崎市に移

設。

1621 年（元和７年）

貞繁死去。家督相続した

由良忠繁は千石に減らさ

れ高家旗本となる。

明治まで牛久市に在住。

1628 年（寛永５年）

山口氏が牛久城主となる。

１万５千石の大名として

明治まで存続。

●新田義貞の墓と菩提寺は、龍ケ崎市にある

山野辺恭夫

↑竜ケ崎市にある太田山金龍寺

↑本堂裏手にある新田一族

の墓所。
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＜付記１＞

金隆寺所蔵の重要文化財

「絹本着色１６羅漢図」の

エピソード

曹洞宗開祖道元が帰朝の

折り、南宋皇帝より賜わっ

たもので、永平寺から北条

氏に渡った。鎌倉幕府滅亡

の時、新田義貞が戦火の中

から持ち出し世良田に持ち

帰った。茨城県立歴史館で

保管中。

＜付記２＞

印尼輝子と得月院

妙印尼は由良国繁の正妻、

貞繁の生母。館林城主赤井

氏の娘。小田原の役後に貞

繁に与えられた牛久５千石

の地は、妙印尼の遺領地で

あった。その墓と菩提寺・

得月院は牛久市城中町 258

にあり、観光名所になって

いる。（TEL029-872-1315）

＜付記３＞

旧龍ケ崎村は

仙台藩の飛び地

東北地方から江戸への物

資輸送の重要中継地で、藩

財政に大いに貢献した。

＜付記４＞

旧若柴村（金龍寺所在地）

は天領

水戸街道若柴宿、牛久宿

が近いため本陣はなかった。

現在も街道筋は立派な門構

えと塀のある家々が立ち並

んでいる。龍ケ崎市は、龍

ケ崎村や若柴村やその他が

合併してできた。

編集部より

＜原稿募集＞

日に日に春らしくなり、歴史散歩にもピッタリの日が増えてきました。皆様が行かれた史跡、展示

会等のご報告、個人研究の成果発表、写真やイラスト、エッセイや小説などの創作等、投稿をお待ち

しております。次回の会報は、初夏を予定しています。

１ページに入る字数の目安は、最大で 12 字×47 行×３段、約 1700 文字です。ですが、字数の多い

少ないは気にせず、ご投稿ください。

会報は会員皆様の交流のために発行しているものです。一人で

も多くの会員の声が、皆様に届くよう願っております。

＜前号の訂正とお詫び＞

前号の山野辺さんの投稿で、海上自衛隊の艦船の名称が間違っておりました。会報では「まさなみ」

となっておりましたが、「まきなみ」が正しい名称です。ここに訂正するとともにお詫びを申し上げま

す。

手賀沼が海だったころ
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