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 ５月 30日（日）、アイセル 21（葵区東草深町）のホールで歴史シンポジウム「桶狭間の戦いから 

450 年―今川再考―」を開催しました。 

 駿河の戦国大名である今川氏、とくに今川義元に対する評価は、桶狭間の戦いでのあえない最期に

より、あまり良いものではありません。しかしその一方で、軍事戦略や領国経営、文化政策などで、

戦国時代の東国をリードしていたという華々しい側面も、近年の研究で明らかにされつつあります。 

このシンポジウムは、今川氏の功績を正しく理解することで、静岡市の新たな魅力の創出につなげ

ていく、そのきっかけになるような企画として実施したものです。 

 当日は、約 280名の皆さんにお集まりいただき、まずは横浜国立大学の有光友學名誉教授による基

調講演、それから静岡大学の湯之上隆教授を司会に迎え、パネラーとして静岡産業大学の中村羊一郎

教授、久能山東照宮博物館の小林明学芸部長、元静岡市立登呂博物館学芸員の大村和男氏、静岡市文

化財課の山本宏司主幹から研究発表、それに引き続いて討論会を行いました。 

 戦国大名今川氏研究の第一人者である有光先生からは、「今川義元をめぐる人々」というテーマで、

今川氏が幅広い人脈を駆使して東国の一大勢力を築いていった足跡をていねいに解説していただきま

した。また、先生が長年の研究で読み解かれてきた重要な史料群を大部のレジメ資料にまとめてくだ

さり、参加者の皆さんにお配りすることもできました。 

 その他の先生方からも、専門分野についての貴重な研究成果の発表や、静岡市に対するご提言をい

ただき、今後の文化財課の取り組みにつながるシンポジウムになったのではないかと思います。 

 ところで、今川氏の功績を顕彰する取り組みは、市内外のゆかりの地でも行われています。そのう

ち葵区大岩の臨濟寺では、今川義元の命日にあたる５月 19日に毎歳忌（まいさいき）が行われました。

毎歳忌は今川氏８代目当主である氏輝と９代目の義元を供養するため、毎年行われているものです。 

臨濟寺は修行寺ですので普段は寺内に入ることができません。しかし、この日は特別に一般公開さ

れ、詰めかけた市民が国の名勝に指定されている庭園やその他の寺宝を見学しました。また今年は、

新たに今川氏輝の木像が造立され、毎歳忌にあわせて初披露されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     歴史シンポジウム「今川再考」       毎歳忌で公開された今川氏輝像（右）と義元像（左） 

    戦国大名今川氏の歴史を見つめ直そう！ 
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 南アルプスの広大な山々に抱かれるようにし

て生きてきた井川の人々は、身近な自然を巧み

に利用する生活の知恵や技術を、今に伝えてい

ます。たとえば、様々な種類の樹木の特性を活

かして、鍬の柄や、樹皮を使った籠を作るなど、

生活に必要なもろもろの道具を自製してきまし

た。 

歴史学・民俗学・地理学など各分野の研究者 

からも注目されてきた井川の民俗文化の実態

を把握するために、文化財課では、これまでも

聞き取り調査や映像記録化など様々な取り組み 

砂金採りの道具の使い方を実演      をしてきました。 

それらの成果をふまえ、昨年度からは、地元

有志の皆さんとともに井川に残る民具類の所在調査をしています。 

 民具とは、農作業に使用する鍬や鎌、荷物の運搬に使う背負子（しょいこ）、そのほか食器類や普段

着や履物まで、日常生活で製作・使用してきた諸道具のことをさします。今では使われなくなってし

まった物も沢山ありますが、私たちの生活の移り変わりを理解するために、とても大切な資料です。 

 井川地区では、とくに自然素材を利用して地元の人々が製作した諸道具が今も多く残されています。

それらを中心に、各家にどれくらいの民具が残されているか、ご協力いただける範囲で調べています。 

 こうした取り組みを通して、井川の人々が伝えてきた知恵や技を、どう保存し、どう活かしていく

ことができるか、地元の皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 賤機山（しずはたやま）の南端、静岡平野を一望する場所に賤機山古墳があります。直径約 32ｍ、

高さ約７ｍの円墳で、６世紀代の有力豪族の墓であると考えられ、県内最大級の古墳として昭和 28

年に国の史跡に指定されました。 

 平成３年から開始した発掘調査をもとに復元整備をし、平成９年から一般公開をしています。普段

は、石室扉の外から石室内を見ることしかできませんが、事前に文化財課に申し込んでいただくと、

説明を聞きながら石室の内部まで入ることもできます。 

 毎年４月から６月には、市内外の小中学生が、

社会科の授業の一環として、賤機山古墳の見学

に訪れます。文化財課職員の立ち会いのもと、

石室内まで入って見学するのですが、石室内に

積み上げられた巨石や家形の石棺を目の前にし

て、子どもたちからは驚きの声が上がります。

普段の授業では味わうことができない、本物の

迫力を体感しているようです。 

 今年は、これまでに 35校の小中学生が古墳 

を見学しました。 

※古墳内部の見学については、事前申し込みが必要です。

文化財課埋蔵文化財担当（221-1085）までどうぞ！ 

井川地区で民具調査をしています。 

賤機山古墳を見に行こう！～小中学校との連携～ 
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建穂(たきょう)観音堂 不動明王立像 平安時代 県指定文化財 

不動明王はインドの土着の神が仏教に取り入れられたも 

ので、如来や菩薩と違って怒った表情で手に武器を持つの 

が特徴です。日本各地で広く信仰され、藁科川のほとりに 

ある建穂観音堂にも、二体の不動明王像（いずれも県指定 

文化財）が安置されています。 

 一体は高さ 62.1cm。観音堂の中でも最も古い像で、両手 

の先まで像の全体をヒノキの一材で彫り、両足先と右手の 

先を別の材で補っています。頭の上に蓮華を載せて頭髪は 

巻髪として辮髪（べんぱつ）を左肩へと垂れ、羂索(けんさ 

く＝投げ縄、ロープ)を持つ右手はまっすぐ下に垂れ、剣を 

持つ右手を腰にあて、腰を右に捻り左脚を前に出して立っ 

ています。顔は怒った表情で両眼を見開き、口は右下と左 

上から牙を出し固く閉じています。全体を一つの材木で作 

るのは平安時代前期の仏像に多くみられますが、顔の表情 

や衣の皺（しわ）等の彫り方が穏やかなことから、作られ 

たのは平安時代後期と思われます。 

観音堂にはもう一体の県指定文化財の不動明王像が安置 

されていますが、次回紹介します。 

 かつてこの地には建穂寺というお寺があり、伝承によれば飛鳥時代後期に道昭によって開かれ行基

が中興したといわれ、久能寺(くのうじ 現在の鉄舟寺)とともに駿河を代表する寺院として繁栄しま

したが、明治時代の廃仏毀釈（はいぶつきしゃく）で廃寺となりました。残された仏像は町内会によ

り建てられた観音堂に安置され、地元の方々により大切に守られています。 

※観音堂の見学について、連絡先は観音堂(葵区建穂)の入口に掲示してあります。 

(写真提供：吉備文化財修復所) 

 

 

 

 

腰越（こしごえ）のマメタク 

 腰越は、安倍川の支流西河内川をさかのぼった山 

あいに位置する集落です。ここにマメタクという大 

変珍しい子ども行事が伝えられています。 

 ６月 14日の夜、小学１年生から中学３年生の子 

どもたちが、村の中心にある地蔵堂に集合します。 

山桃の枝を抱えた中学生を先頭に各戸を回り、「豆 

くりょ、米くりょ、砂糖くりょ、銭くりょ」と叫ん 

で、家の人から豆、米、砂糖などをもらい受けます。 

そうして集めた物でマメイリコ（豆炒り子）を作り、 

次の日に再び各戸へ配って回るのです。 

マメイリコを配り終えた子どもたちは、河原に向 

かい、事前に葦を材料にして作っておいた馬のツク 

静岡市の仏像 
静岡の魅力発見！ 

しずおか民俗歳時記 
静岡の魅力発見！ 
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リモノを川中の大きな岩の上に置き、石を投げつけて打ち落とします。 

 ６月 15日は祇園信仰、天王信仰の祭日です。この日には、市内各所でさまざまな厄除けの行事が行

われています。前号の通信で取り上げた小島のタイナガシも、旧暦６月 15日の厄除け行事でした。 

桃の木を厄除けに使う民俗事例は他地域にも見られますし、腰越で各戸に配るマメイリコも夏病み

を防ぐ供物であったと言います。馬のツクリモノも、村の災いを馬に背負わせて流してしまうという

意味が込められていたと考えられ、先人の信仰観や自然観を探る上でも大変重要な行事です。 

 今年、８年ぶりにこのマメタク行事を見に行きました。８年前には、15人の子どもたちが参加して

いたのですが、今年は中学生２名がこの行事を辛うじて続けている状況でした。ここ数年で子どもが

激減してしまったそうです。 

 腰越のマメタクは、民俗学的に重要な行事であるばかりでなく、子どもたちと、それを迎える大人

たちが笑顔で触れあう、心温まる行事です。腰越の皆さんも楽しみにしている行事なのですが、今、

その存続が危ぶまれています。 

 

 

 

 

二代目今川範氏と南北朝時代の古戦場 

今では想像することも難しいのですが、室町 

時代の南北朝動乱期には、静岡市内各所で激しい 

戦闘が繰り広げられていました。 

なかでも手越河原（駿河区）では、２度の合戦 

                        が起こっています。 

１度目は、後醍醐天皇率いる建武新政府側の新

田義貞と、足利尊氏の弟直義（ただよし）を総

大将とする足利軍が激突した建武２年（1335）

12 月の戦いです。この戦いでは足利軍が敗れ、

箱根まで後退しますが、そこから反転攻勢に出

て京都へ攻めのぼり、吉野に逃れた後醍醐天皇 

安倍川駅近くのみずほ公園に手越河原古戦場の碑が建つ  と相対する南北朝の時代がはじまります。 

２度目は、観応元年（1350）に起こった観応の

擾乱（かんのうのじょうらん）に伴う戦いです。

観応の擾乱は、足利尊氏の執事（しつじ 補佐

役）高師直（こうのもろなお）と、尊氏の弟直

義とが対立したことに端を発しました。各地で

激戦が繰り広げられ、観応２年９月には手越河

原が戦場となりました。両軍 10万人が入り乱れ

る激戦であったと伝えられています。 

観応の擾乱では、薩埵山（清水区）も戦場とな

りました。観応２年 12月におこった薩埵山の戦

いでは、尊氏派が勝利をおさめるのですが、こ

の時に活躍したのが駿河今川氏の初代、今川範

国の子、範氏です。範氏は足利尊氏から戦功を 

薩埵峠（さったとうげ）       賞する文書を与えられ、遠江守護に補任されま 

した。 

 今川氏ゆかりの地を訪ねて その３ 
静岡の魅力発見！ 
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これ以降、駿河、遠江の南朝勢力の掃討に尽力していくことになります。 

 文和２年（1353）２月には、南朝方の拠点であった徳山城（川根本町）を攻めるために出陣します。

藁科川筋を進軍し、現在の葵区日向にある萩多和城（はぎたわじょう）も戦場となりました。この戦

いでも範氏は軍功をあげ、それが評価されたのか、文和２年８月には駿河守護に任じられています。 

 このように、今川氏の二代目当主である範氏は、南北朝の混乱期に足利一門として数々の戦功をあ

げ、貞治４年（1365）まで生きました。島田市大草の慶寿寺の境内に、範氏の墓があります。また藤

枝市花倉の遍照寺にも範氏と、その子氏家のものと伝えられている墓があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年「静岡市文化財展」 
 

 

 

 

 

 

＜第 1期＞ 平成 22 年７月 18 日（日）～平成 22年８月 19日（木） 

会  場：静岡市埋蔵文化財センター（清水区横砂東町３３－２） 

開館時間：午前９時～午後４時 30分 

（土・祝日休館、日曜日は第 1・3週のみ開館） 

＜第２期＞ 平成 22 年８月 25 日（水）～平成 22年８月 31日（火） 

会  場：静岡市民ギャラリー（静岡市役所本館１階） 

開催時間：午前 10時～午後５時（最終日は 13時まで） 

※８月 28日(土)午前 10時 30 分からギャラリートークも開催します。 

※いずれの会場も入場無料です。 

祭り・イベント情報 

 文化財課の事業成果を市民の皆さんに知っていただくために、毎年実施している文化財展。今年も埋蔵文

化財センターと静岡市民ギャラリーの２会場で開催します。 

 今年は、尾羽西山遺跡や東草深遺跡などの発掘調査で出土した遺物の展示や、「古墳時代前期の造形―ミ

ニチュアの動物・人形土製品―」というテーマ展示も企画しています。また埋蔵文化財センターでは、8 月

1 日に夏休み講座も開催いたしますので、ぜひご参加ください。 

駿府城豆知識  その１ 

駿府城は、ＪＲ静岡駅の北西約 500ｍにある城です。 

今現在みなさんが見ることができる駿府城は、1607（慶長 12）年 

に徳川家康が隠居し、駿府にやって来た時に築城したものです。 

城の縄張り（構造）は、平城で、三重の堀を持つ輪郭式の城です。 

内側から本丸、本丸堀（内堀）、その外側を二ノ丸、二ノ丸堀（中 

堀）が囲み、さらに外側を三ノ丸、三ノ丸堀（外堀）が囲む形です。 

現在は本丸と二ノ丸が駿府公園となっており、その中に本丸堀を一 

部見ることができますが、三ノ丸には公共施設が建ち並んでいます。 

駿府城は、府中城、明治初期には静岡城などとも呼ばれていたよ 

うですが、江戸時代の資料である『駿府御城内外覚書』には、「的 

応山正王城」（てきおうざんしょうおうじょう）と寺を呼ぶ時のような珍しい書き方をしています。

その名のとおり、正に家康という王様のための城だったのです。              （つづく） 
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埋蔵文化財センター夏休み講座 

場  所：静岡市埋蔵文化財センター（清水区横砂東町３３－２） 

日  時：平成 22年８月１日（日）午前の部 ９時 30分～12時 

                 午後の部 13時 30分～16時 

参 加 費：無料 

申し込み：７月 26日～30日に電話・ＦＡＸ（054‐367-9436）で埋蔵文化財センターへどうぞ 

 

              登呂博物館がいよいよリニューアルオープン！ 

 建て替え工事を続けていた登呂博物館が、いよいよリニューアルオー 

プンします。オープンの日は、平成２２年１０月３日（日）です。 

 登呂遺跡公園の再整備事業も集落区域の工事は大部分が終了し、遺跡 

を自由に見ていただくことができます。また、遺跡内で火起こしなどの 

体験学習も行なっています。ぜひご来場ください！ 

○開館記念特別展 [期間：平成 22年 10月 3日(日)～12月 5日(日)] 

 『弥生航海時代』―米づくりのムラ登呂遺跡と港湾のムラ青谷上寺地遺跡― 

○開館記念イベント 

 記念講演会、弥生の豊作に感謝する祭り（弥生人体験クラブ）など 

※詳細は、市のホームページ等でお知らせいたします。 

問い合わせ：静岡市立登呂博物館 ℡０５４－２８５－０４７６ 

 

国指定重要無形民俗文化財 「有東木の盆踊り」     

場 所：東雲寺（葵区有東木） 

 実施日：平成 22年８月 14 日（土）・15日（日） 

     いずれも午後７時頃から 雨天中止 

 ※なお、文化財課で「有東木の盆踊り」の体験教室を実施しています。 

詳しくは文化財課までお問い合わせください！ 

静岡県指定無形民俗文化財 「ヤマメ祭り」（特殊神饌ヤマメずしの奉納） 

場 所：田代諏訪神社（葵区田代） 

実施日：平成 22年８月 26日（木）・27日（金） 

静岡県指定無形民俗文化財 「草薙神社龍勢花火」 

場 所：草薙神社（清水区草薙） 

実施日：平成 22年９月 20日（祝）午後３時～ 

    雨天の場合は 23日（祝）に延期                  有東木の盆踊り 

 

 

 

 

 

静岡市文化財通信 ふちゅ～るミニ 第３号  2010 年（平成 22 年）７月２３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/ 

勾玉作りや、粘土でミニュチュア作

り、縄文ポシェット作りなどに挑戦

できます。それぞれ定員があります

ので、お早めに申込みください！ 

 

 

 

 この他にも、10 月９日（土）に井川地区で仏像彫刻をテーマにしたシンポジウム「文化財を守る」、 

10 月 23 日（土）には、昨年、国の史跡に指定された「東海道宇津ノ谷峠越」をテーマにした講演会とウォ

ークイベントを実施する予定です。詳細が決まり次第、広報いたしますので、ぜひご参加ください。 


