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駿河なる宇津の山辺の現にも 

    夢にも人に逢わぬなりけり 

 

平安時代の歌物語である『伊勢物 

語』にも歌われた宇津ノ谷峠は、古 

来より多くの文学作品に取り上げら 

れてきた東海道を代表する名所のひ 

とつです。今もいにしえの峠道の面 

影を残し、多くの人たちがハイキン 

グを楽しんでいます。 

 静岡市では、この宇津ノ谷峠を歴 

史の道として大切に保存していくた 

め、平成 11年度から平成 16 年度に 

かけて岡部町（現藤枝市）とともに           峠の地蔵堂跡の石垣 

整備を進めてきました。たとえば、         

かつての道がどのような状態になっていたのかを探るための発掘調査、崩落していた土砂を取り除く

作業、それから散策する皆さんに峠道の歴史を知っていただくための説明板の設置などを行いました。 

 とくに発掘調査では、峠道の道幅が約４ｍあったことや、峠道に沿って側溝が掘られ、水路を設け

ていたと考えられることなどが確認されました。また峠の地蔵堂の下に高さ約 4.8ｍ、幅約 12ｍもの

巨大な石垣が土砂に埋もれて残っていることがわかりました。江戸時代後期の絵図にも描かれていた

この石垣が、ほぼ往時の状態のまま発見され、土砂を取り除いて皆さんにもご覧いただけるように整

備できたことは、この事業の大きな成果のひとつだったといえるでしょう。 

 こうした整備活用事業の成果をもとに、あらためて宇津ノ谷峠の歴史的な価値が評価されて、この

たび国の史跡に指定されることになりました。 

 史跡として指定されたのは、近世の雰囲気をとどめる宇津ノ谷集落の道（町並みは指定されていま

せん）と峠道約１㎞、それから地蔵堂跡、ひげ題目碑です。 

今回は近世の峠道としての価値を見出されて指定をうけたのですが、宇津ノ谷峠は古代からの官道

として知られています。また、すでに国の登録文化財になっている明治のトンネルから、大正のトン

ネル、昭和のトンネル、平成のトンネルと近代以降の道の発展を時代ごとに振り返ることができる大

変珍しい場所でもあります。 

 地元、宇津ノ谷の皆さんも、定期的に峠道の除草作業をしたり、朝市などのイベントを独自に企画

するなどして、魅力の発信に努めています。 

今年の秋にも、宇津ノ谷峠のウォークイベントを開催する予定です。この通信でも情報を掲載しま

すので、ぜひご参加ください。 
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が国の史跡に指定されました。 
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登呂遺跡では、弥生時代のムラを再現しようと、

最新の研究成果をもとに再整備事業を進めてい

ます。再整備は平成 23年度に完了する予定です。

完成すれば、皆さんに登呂ムラの全貌をご覧いた

だけるようになりますし、また弥生時代の生活を

知っていただくために様々な体験プログラムも

用意したいと考えています。 

そこで昨年度、生活体験のメニューを開発する

ために、体験モニターを募集してワークショップ

を実施しました。 

21 年度のワークショップに参加してくれたの

は、小学校３年生から大人まで、15名の皆さんです。10月から５回にわたって木製品の製作や土器作

り、機織り道具を使っての布づくりなどを体験していただきました。各メニューとも、事前に専門家

を招いて当時の様子ややり方のレクチャーを受け、体験の目的を明確にしたうえで、本番に臨みまし

た。体験終了後は参加者や指導員からの意見を集めて、ねらいどおりの効果が得られているか、どこ

に不都合があるかなど確認作業を行い、改善を図っています。 

ワークショップは、新たなメニューの開発をめざし、本年度も実施する予定です。弥生時代に生き

た人々の暮らしを体感してもらうためには、どういった体験プログラムが効果的なのか、これからも

試行錯誤が続きます。 

 なお、本年度の体験モニターの募集については、広報しずおか等でご案内いたします。 

 

 

 

駿河区丸子泉ヶ谷にある吐月峰柴屋寺は、室町時代の中期永正元年（1504）に連歌師の宗長に

より草庵（柴屋軒）が結ばれ、今川氏親により寺として建立された由緒ある名刹で、「月見の名

所」「竹の寺」として知られています。 

本堂から眺める庭園は、宗長自ら禅の心と詩魂を打ち込んで築いたと言われ、庭石、池、樹木

の配置の妙、西方に聳える天柱山を巧みに取り入れた借景など自然と造形の調和が豊かな情趣を

醸し出しています。 

国の史跡・名勝に指定されており、平成 17 年度からは庭園の整備事業として、樹木の剪定、

池の浚渫などが実施され、平成 22年３月には開山堂・茶室の茅葺屋根の葺き替え工事が完了し、

新たな魅力も生まれています。 

また、堂内には宗長が愛用した一節切笛や

足利義政より賜ったと伝えられる茶釜（文福

茶釜）などの寺宝が展示されています。 

簡素ながら凛とした趣を湛え、古の雰囲気、

面影を連綿と伝える柴屋寺には、常にゆった

りとした上質な時間が流れています。 

日々時に流されてしまいがちな私たちに

とって、「必要な何か」がここにあるような

気がします。それを探しに是非、柴屋寺をお

訪ねください。 

 

登呂遺跡で、弥生体験のワークショップを実施中！ 

古き良き魅力、新しき魅力～柴屋寺庭園の保存整備～ 

 

 

 



 3 

 

 

 

１月 26日は文化財防火デーです。これは、昭和 24年 

１月 26日に現存する世界最古の木造建築である法隆寺 

（奈良県斑鳩市）の金堂が火災にあい、壁画が焼けてし 

まったことをきっかけにはじめられた運動です。 

消防庁と文化庁の連携のもと全国規模で実施されてい 

ますが、静岡市内でも防火デーにあわせて文化財を所有 

している神社や寺院で防火訓練が行われました。 

そのうち本殿や拝殿など 26棟の建造物群が国の重要 

文化財に指定されている静岡浅間神社では、１月 25 日 

に消防団員や静岡浅間神社の職員、地元住民の皆さんが 

参加して、初期消火訓練、消防機関による消火訓練、宝 

物の搬出訓練などがおこなわれました。 

静岡浅間神社では、過去に裏山への放火事件などが起 

こっています。しかし、いずれも職員による初期消火作 

業により、消防隊が到着する前に消し止めることができ 

たそうです。職員の皆さんも「いざという時に防火訓練 

の経験が活かされている。」とおっしゃっていました。 

文化財を大切に守っていくためにも、一年に一度、火災発生時の対応方法を地域ぐるみで再確認す

ることが、とても重要な取り組みとなっています。 

 

 

 

 

平成 22年３月 30日付けで新たに３体の仏像を静岡市の有形文化財に指定しました。葵区建穂の建

穂観音堂に安置されている木造阿弥陀如来坐像、木造伝大日如来坐像、木造伝阿弥陀如来坐像です。 

建穂には、かつて建穂寺という大きなお寺がありました。白鳳時代（７世紀後半から８世紀前半頃）

に創建されたといわれ、平安時代には久能寺（久能山にあったお寺です）と並び称されたほどの駿河

を代表する名刹でした。 

明治時代初期の火災をきっかけに廃寺となってしまいましたが、その後、建穂寺境内にあった観音

堂を現在地（もともと林冨寺というお寺があった場所です）に再 

建し、地元の人たちが火災から守った仏像群を安置しました。 

 建穂観音堂には、50体以上の仏像が納められています。そのう 

ち２体の不動明王像は、すでに静岡県の有形文化財に指定されて 

いました。静岡市では、あらためてすべての仏像について専門的 

な調査を行い、その中でもとくに歴史的に価値の高い仏像３体を 

静岡市の有形文化財に指定しました。 

 木造阿弥陀如来坐像は、髻（もとどり）を結いあげたいわゆる 

宝冠阿弥陀如来像で平安時代後期の製作、木造伝大日如来坐像も 

同じく平安時代後期、また木造伝阿弥陀如来坐像は、鎌倉時代の 

仏像です。いずれも静岡市の仏教文化を考える上で大変貴重な文 

化財といえます。 

                          

木造伝阿弥陀如来坐像 

文化財防火デー「文化財をみんなで守ろう」 

新指定文化財の紹介―建
た

穂
きょう

観音堂の 3 体の仏像を指定しました！― 
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駿河今川氏の初代範
のり

国
くに

と静岡浅間神社 

 駿河における今川氏の初代は、国氏の後を

継いだ基氏の子、範国です。範国の出生年に 

ついては、永仁３年（1295）、永仁５年など 

諸説あってはっきりしていません。ちょうど 

元弘３年（1333）に鎌倉幕府が滅び、後醍醐 

天皇による建武の新政、そして南北朝の動乱 

へと突き進んでいった時代に活躍した人物

で                        です。 

 範国には、４人の兄がいたようです。太郎 

頼国、次郎範満、三郎頼周、そして仏門に入 

り、鎌倉の円覚寺や建長寺などで住持を務め 

た名僧、大喜法忻（だいきほっきん 仏満禅

静岡浅間神社（葵区宮ヶ崎町）      師）です。大喜法忻以外の兄弟は、足利一門 

として戦いますが、太郎、次郎、三郎の三人 

は建武２年（1335）の中先代の乱（鎌倉幕府 14代執権 北条高時の遺児である北条時行が起こした反

乱）で戦死してしまいます。末弟の範国だけが生き残ったのですが、実は中先代の乱以前から範国が

今川氏の当主を継いでいたようで、遠江守護にも任命されていました。 

 中先代の乱をおさえた足利尊氏は、そのまま後醍醐天皇率いる新政権に反旗を翻し、南北朝の時代

に突入します。 

建武５年（1338）、北朝方の北畠顕家が奥州から鎌倉、そして京都へと進軍してきました。北畠軍の

勢いは凄まじく、当時の駿河守護であった石塔義房も遠江守護の今川範国もなすすべがなかったとい

います。しかし今川範国は北畠軍を追撃し、青野原（岐阜県）の合戦で奮闘しました。この時の戦功

により足利尊氏から駿河守護職を与えられたのです。また、その後、幕府の訴訟を担当する引付方（ひ

きつけかた）の頭人（筆頭者）にも任命されました。 

 さて、駿河守護となった範国は、駿府浅間社に参拝します。駿府浅間社は、駿河国惣社である神部

神社、安倍市の守護神である大歳御祖神社、そして富士山本宮浅間大社から勧請された浅間神社の三

つの神社から構成されており、今では静岡浅間神社と呼ばれています。古くから駿河国の中心的な神

社でしたから、守護に任命されて、“まずは浅間神社に参拝”ということになったのでしょう。 

範国はそこで、巫女から「青野原の戦いのときに笠験として赤鳥を授けたのは私だ」という神のお

告げを聞きます。合戦で赤鳥を思い浮かべていた範国は驚き、その後、今川氏の旗印として赤鳥を使 

うようになりました。 

これは、範国の次男で九州探題を務めた今川了俊の著、『難太平記』 

にみえるエピソードです。 

今川氏にとっても、民衆の精神的なよりどころである神社を統制する

ことは大変重要なことでした。浅間神社は、以後、歴代の今川氏当主か

ら手厚い庇護をうけることになります。 

 ちなみに、範国は、1380年代まで生きました。息子の範氏よりも長 

     生きし、範氏が駿河守護職を継いだ後も、遠江守護職を務めるなど晩年 

まで活躍していたようです。磐田市の福王寺に範国の墓があります。 

      赤鳥の旗印 

 今川ゆかりの地を訪ねて その２ 
静岡の魅力発見！ 
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新光明寺 阿弥陀如来立像 鎌倉時代 重要文化財 

高さ約１ｍの阿弥陀如来の立像で、一つの材で頭部と体部を彫っ 

た後に、体部は耳の後ろを通る線で前後に割り、干割れ防止のため 

に内側を刳り抜いて再び矧ぎ合わせ、さらに背中に一枚の板を矧ぎ 

付けています。頭は首の部分で割り離してから挿し込み、眼球には 

水晶で表す玉眼嵌入と呼ばれる手法を用いています。その他にも両 

肩、両腕、両手等が別の材で作られています。また奈良国立博物館 

による X 線写真では、像内に水晶を嵌め込んだ木製の五輪塔が納 

められていることが確認されています。 

鎌倉時代の代表的な仏師快慶の作風である「安阿弥様」と呼ばれ 

る阿弥陀如来像で、服装は下半身に裙と呼ばれる衣を巻き付け、上 

半身は背中から右肩へと一枚の内衣をかけ、その上から衲衣を左肩 

から右脇腹へと着けています。衲衣の端が左肩からの紐で吊られて 

左腕の外側に垂れ下がるのが特徴で、このような形式は快慶の初期 

の作例である奈良西方寺や京都知恩寺の阿弥陀如来にみられるもの 

です。台座の上に左足をわずかに踏み出して立ち、右腕は臂を屈し 

て掌を前にして上げて左腕は下に伸ばし、「来迎印」と一般に呼ばれ      写真提供：新光明寺 

る印相を結んでいますが、人差し指ではなく中指と親指を捻じる点が 

他の阿弥陀如来に多く見られる印とは異なっています。 

 銘文や確実な記録がないため断定はできませんが、他の快慶の作品と共通する点が多く、鎌倉時代

初期の貴重な作例といえます。 

 新光明寺は昭和 15年の静岡大火で火災に遭いましたが、この阿弥陀如来は当時まだ尐年であった前

住職が弟と命懸けで谷津山まで避難させました。 

＜拝観のお問合せ先：新光明寺（葵区伝馬町） 054－253－6231＞ 

 

 

 

 

小島のタイナガシ 

 藁科川上流の葵区小島に、タイナガシという行事が伝えられています。旧暦の６月 14日に、各自持

ち寄った「タイ」に火をともし、それを川に流すことによって疫病などの穢れをはらう行事です。 

「タイ」とは稲藁で円形の桟俵（さんだわら）を編み、その中央に松明を立てたものです。タイは、

各自が自宅で作り、行事当日の夜、小島の氏神さんで 

ある天満宮に持参します。 

小島の人たちが集まると、まずは神前に灯明をとも 

して、氏神さんに一拝し、お神酒で直会（なおらい） 

をします。１時間くらい直会で談笑した後、持参した 

タイに神前の灯明で火をともし、藁科川の河原まで下 

って流します。天満宮から河原まで松明をともして向 

かっていく村人の行列は、とても幻想的なものです。 

 ところでこの行事、実はこれまで文化財課もまった 

く把握していませんでした。市内の山間地では、多く 

静岡市の仏像 

しずおか民俗歳時記 

静岡の魅力発見！ 

静岡の魅力発見！ 
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の研究者により民俗調査が行われてきたのですが、どの調査報告書にも小島のタイナガシについての

報告はなかったのです。 

小島は、藁科川筋の車道から川を挟んだ対岸にある落ちついた佇まいの集落です。以前から、その

集落景観に魅力を感じ、いつか調査に入ってみたいと思っていたのですが、なかなかその機会に恵ま

れずにいました。平成 18年度からスタートした藁科川流域の民俗調査のなかで、市民の方から情報を

いただき、小島にこのような古風な行事があることを知ったのです。 

 市内には、まだまだ、こうした素朴な伝統行事が、人知れず伝えられているかもしれません。 

 

 

 

 

歴史シンポジウム「桶狭間の戦いから 450年 今川再考」 
 

 

 

 

 

 

日 時：平成 22 年５月 30日（日）午後１時 20分～ 

場 所：アイセル２１（葵生涯学習センター）１Ｆホール 

静岡市葵区東草深町 3 番 18号 

対 象：どなたでも 250 名（無料） 

申込み：４月 28 日（水）～ 市コールセンターへどうぞ！ 

         ℡０５４－２００－４８９４ 申込順 

                                 

 基調講演  「今川義元をめぐる人々」有光友學（横浜国立大学名誉教授） 

 シンポジウム「今川氏の歴史と文化を見つめ直そう！」 

  出演：湯之上隆（静岡大学教授）、中村羊一郎（静岡産業大学教授） 

      小林明（久能山東照宮博物館学芸部長）、大村和男（元静岡市立登呂博物館 

学芸員）、 山本宏司（静岡市文化財課） 

 

静岡市埋蔵文化財センター企画展「阿僧遺跡展」 

場 所：静岡市埋蔵文化財センター 

（静岡市清水区横砂東町 33－２） 

期 間：平成 22年５月６日（木）～７月４日（日） 

入館料：無料 

休 館：土曜日、祭日、第２・４・５の日曜日 

 

イベント情報 

静岡市文化財通信 ふちゅーるミニ 第２号  2010 年（平成 22 年）４月２０日発行 

担 当 課 静岡市 生活文化局文化スポーツ部 文化財課 

住  所 静岡市葵区追手町 5 番 1 号 

問合せ先  ０５４－２２１－１０６９（文化財課 文化財保護担当） 

※静岡市ＨＰからも配信しています。文化財課のページをご覧ください。 http://www.city.shizuoka.jp/ 

縄文時代中期の遺構から出土した

土器、石斧、石鏃などを展示します。

６月６日（日）１１時から、担当者

によるギャラリートークを開催！ 

 

今年は、桶狭間の戦いから 450 年目に当たります。今川義元は、桶狭間の戦いのあえない最期により、あ

まりいいイメージのない戦国武将です。しかし、最近の研究成果により、軍事戦略や領国経営に優れた才能

を発揮していたという義元の新たな人物像が明らかにされつつあります。 

 今回のシンポジウムでは、戦国大名今川氏を軸に、歴史を掘り起こすことの面白さ、大切さを学びたいと

思います。ぜひ、ご参加ください。 

 

 


