
ふらっと旧東海道                  2009.6.9 

府中～丸子宿～岡部 13.4kmを歩く 
  

東海道の旅も東へ進み、府中(静岡市)まで届くことになった。距離が 

遠くなったことで、日帰りの旅だと宿場から宿場までを計画するのが 

難しくなってきた。今回は一泊二日で府中宿～丸子～岡部宿(泊)、岡 

部～藤枝宿～島田を計画した。 

  

出掛けのハプニング!! 
  

6月9日いつものように6.33"の電車に乗り出かけたが、出がけにハプニン

グがあった。緒川駅のホームに着いたがここから乗る友夫婦が見当たらない、

いつも乗る車両は２両目と決めてあるので、ホームにいる姿は確認できる。 

すべての客が乗り込んだが友の姿は見えない、その時階段から友が走りこん

でくるのが見えた。ヤレヤレと思ったが細君の姿はない、友が電車に乗らず

ドアの前で階段に向かって叫んでいた。車掌が早く乗車してくださいとアナ

ウンスしている。どのくらいの時間が経過したのだろう、やっと細君の姿が

現われ電車に乗り込んだのでほっとした。とても長い時間が経過したように

感じられる一幕であった。これまで何回も電車を利用して街道ウオーキング

に出かけているが、こんなにヒヤヒヤしたのは初めてで、しかも帰りの電車

においても初めての出来事が待っていたのだ。 

  

静岡、府中 それとも 駿府 ?? 
  

9.38"静岡駅に予定通り到着、早速旧東海道の「西郷隆盛と山岡鉄舟会見之

史跡」をめざす。ところでここ静岡は「府中」とも「駿府」ともいうが、ど

う違うのだろう......駿河の国の政治の中心地であったことから府中とい

い、駿河の府中であることから駿府ともいった。 

 

  
駿府城と宿場              西郷隆盛と山岡鉄舟会見之史跡 



天保１４年(1843)の宿場は10.407人、家数は3673軒で東海道でここより戸

口が多いのは伏見と大津のみ。本陣．脇本陣は各2軒。宿場町であると同時

に古代から政治の中心地であり、「安部の市」以来の商業の町、さらに浅間

神社の門前町、そして今川氏以来の城下町でもあった。 

駅前を右に進み信号で左折してしばらく行くと旧東海道に出る、でも大都会

は宿場マップだけではどの道筋なのか分からない。歩く人のために東海道の

案内は設置されてはいないからだ。5分ほど歩くと宿場案内と脇本陣跡の碑

があり、東海道であることが確認でき、ビルの谷間をさらに5分も歩くと道

の向こう側に何かの碑が見えてきた。予想したとおり「西郷隆盛と山岡鉄舟

会見之史跡」だった。車の通行が激しく道の向こう側へは行くことができず

碑文は読めなかったが、慶應4年(1868)旧幕府方を平定すべく、駿府まで兵

を進めていた西郷隆盛のもとに、勝海舟からの手紙を携え山岡鉄舟が乗り込

んだ。この会見は勝．西郷の開城談判の前哨戦とも言えるもので、鉄舟は徳

川慶喜の身柄につき西郷に善処を約束させたもの。二人の顔が並ぶ長方形の

碑は静岡市の指定史跡になっていた。 

今回は時間の都合で家康が隠居した駿府城や、国の重要文化財の浅間神社は

寄らずに街道を西進する。 

  

判りにくい都会の街道 
  

大都市の街中を歩く時は決まって友がナビゲーターになって進む、変則の五

差路を地下道でくぐり市役所方面へ向かう。呉服町交差点で右折すると直に

立派な塔の建物が現われる、これが静岡市役所でとてもすばらしい歴史を感

じさせる建物だ。区役所も隣にあって、その背後に県庁がある。 

 

  
静岡市役所               札之辻跡 

 

官庁街を進むと札の辻跡がある、ここは駿府城大手門正面の町口だった所で

明治7年まで高札場が置かれていた。今はビルが建ち街路樹の多い通りにな

っていた。ここを左折してしばらく行ってから右折するのだが、その角々に



案内が欲しい。でも何もないのだ、大都市の静岡ですらこんなだから少しが

っかりする。路地に入って行くと何かの工事で道の真ん中に大きなクレーン

車が立ちはだかり、電線がごちゃごちゃする上にアームを延ばし、ごちゃご

ちゃした電線の間にフックをたらしている。すごい芸当だ、ちょっとミスれ

ば断線間違いなしだろうにとびっくりするやら、感心する。その先で左折し

たが、宿場マップには津島神社があるのに見当たらないぞと言いながら行く

と、1階が駐車場で2階に社がある津島神社が現われた。都会の神社だから、

維持費を稼ぐ為に駐車場の上に社を構えたものと思われる。道筋を一本間違

えたのだ、そこから5分も歩くと右側に元祖わさび漬け「田尻屋」の看板を

掲げる、あまりきれいでもない普通のお店があった。そこから安部川までは 

ほぼ一直線の道が続き、その間には府中一里塚跡があるのだが、何故かマッ

プには並行する隣の街道に記しがついていて、東海道に一里塚跡はなかった。 

  

安倍川餅と「正直者の喜兵衛」 
  

安部川橋が見えてくると、安倍川餅の看板も見えてくる。初めのお店が有名

な石部屋で、安倍川餅とからみ餅がうまいという紀行文を見てきた。時間は

10.36"丁度おやつタイムで、早速お店に入り安倍川餅とからみ餅を一つずつ

頼み縁台に腰をおろした。4人で少しずつ食べた、名物にうまい物なしと言

うがそんなことはなく、私はわさび醤油をつけて食べる、からみ餅の方が気

に入った。お値段はそれぞれ600円でボリュウムからするとなかなかの値段

だと思った。 

 

  
安倍川餅の「石部屋」          安部川の義夫の碑 
 

店を出るとすぐに碑がある、「安部川の義夫の碑」でその説明を読むと、こ

れは正直な川越人夫の顕彰碑である。元文3年(1738)初秋の頃、紀州の漁夫

が大金150両を持って仲間と安部川を渡ろうと川越人夫を頼んだが、渡し賃

が高い為自分で川を渡った。しかし着物を脱ぐ時大切な財布を落としてしま

った。たまたまその近くに居た人夫の一人彦右衛門の息子喜兵衛が財布を拾



い、旅人を追いかけ戻ってくる旅人に出会い財布を渡した。旅人は喜んで礼

金を渡そうとしたが、「拾ったものを落とし主に返すのは当たり前のこと」

と言って受け取らないので、駿府町奉行所に礼金を届けた。 

町奉行所は喜兵衛を呼び出し、礼金を渡そうとしたが受け取らないので、そ

の金は旅人に返し代わりに褒美の金を渡した。昭和4年(1929)に和歌山県と

静岡県の学童や有志の人々の募金によってこの碑が建てられたという。この

喜兵衛のような心を持った人に育てることこそが教育なのだと思った。 

  

丸子宿と お七里役所 
  

安部川橋からの眺めは、広々とした川原とバックの山の緑が映えるはずなの

に、山は黒い雲が一面にかかり今にも降られそうな雲行きになってきた。石

部屋の主が言っていたように少し急いだ方がよさそうだ、安部川の渡しは東

海道にあった13の渡しの一つであった。川幅は360間ほどで舟渡しもあっ

たが、歩行渡(かちわたし)の川として知られる。両岸にあった川会所の指示

に従い札場で川札を買い、川越人夫の肩車か連台に乗って対岸へ渡った。明

治7年に安水橋が竣工し、後に改築されて安部川橋となった。 

現在の鉄橋は大正12年に竣工したもの、歩道の部分は新天竜川橋のような

広さはないが程ほどの幅がある。でも以外と自転車の通行がかなりあって、

あまり飛ばしてくると危険だと思われる。読んできた紀行文では自転車と接

触事故を起こしたとあったのもうなづける。 

 

    
丸子宿本陣跡                お七里役所の碑 

 

橋を渡って30分ほど行くと丸子宿の案内が現われ、そこから15分も歩くと

歩道の真ん中に小さな石柱が立っている。これが「丸子一里塚跡」で、気お

つけないと一里塚跡とは思わず通り過ぎてしまう。そして、丸子幼稚園、水

神社、しらい酒店を過ぎると丸子本陣跡の石柱が民家の前に建っている。宿

場という雰囲気はまるでない山あいの道が続いている。丸子宿は1497石の

幕領であり、安部川の川越を扱い川越人足も多く居た。今も昔も「とろろ汁」



が名物として知られる、広重の絵に描かれた風情そのままの茅葺の外観が街

道を代表する建物の「丁字屋」はもうまもなくだ。 

本陣跡からすぐに「お七里役所」という石柱を見つけた、横面に細かな説明

が彫られている。それによると、江戸時代初期に紀州徳川頼宣(よりのぶ)

が江戸と紀州の間に七里間隔の宿場に、独自の連絡機関を設けたもの。徳川

頼宣は徳川家康の第十子だが、駿府を追われて紀州和歌山にお国替えさせら

れた。そのため幕府の情報をいち早く集める諜報機関を設けたといわれる。

毎月定期便をだし普通8日、特急便は4日で到着したという。 

そこから3分ほどで丁字屋に着いた、時間は11.55"でまさにお昼の時間に

合わせてきたみたいだ。 

  

  
茅葺の外観が山間の景色に溶け込む丁字屋とその内部 

  

不親切なメニュー表 
  

茅葺の外観が山間の景色に溶け込んで心和む、障子戸の前に赤い毛氈が敷か

れた入り口には暖簾こそかかっているが、普通は見られる「営業中」の看板

は見当たらず、お休みのような感じでもある。障子戸をあけて入ると受付が

あり奥へ案内された。広重の東海道宿場の絵がずらりと掲げられた、70～80

畳はある大広間に通された。テーブルが5台3列に並び、すでに多くの客が

いた。メニューを見ると○○定食は2500円～3500円ほどで、庶民のランチ

には向かない値段になっている。その中で単品として「やまかけ」900円を

頼んだ、が、それは単品でご飯はついておりませんがよろしいですかと確認

された。そこで、ご飯つきのやまかけはないのか聞くと、それならそちらの

メニューにある宿場丼がありますという。980円の宿場丼を四つ頼んで、テ

ーブルの端に置いてあったメニュー表も合わせてよく見てみると、宿場丼は

土日以外の目玉商品のようだった。土日は単価の高い定食を食べてもらうよ

うに、メニュー表が別立てにしてありそれが出ていたのだ。 



でも売り上げを伸ばそうと思えば、本当は客にわかり易いメニュー表にして

おく方が良い印象を与えること間違いないのに。しかし、出された宿場丼は

とてもおいしかった、わが家で食べるとろろご飯とはまるで別物だった。そ

れに箸袋に書かれた一口話が良かった、自然薯に含まれる性ホルモン物質は

ディオスゲニン、ディオスはラテン語で神、ゲニンは元素つまり神の素とい

う意味。だから効く、両性に......とあった。 

  

道を間違えて引き返す 

  
店内にある歴史コーナーを見学して12.30"店を出る、すぐに丸子橋を渡る

とそこには高札場跡が整備されていた。その隣には今風のアパートが建ち、

家並みの向こうにこれから上る宇津ノ谷(うつのや)峠の山並みが迫ってい

る。しばらく歩き国道一号に合流すると左に折れて進む、工事用の資材置き

場の横を通ると簡易トイレが二つ置いてあって、「ウオーキングの方も自由

にご利用ください」と案内板がある。珍しいことで感謝した人もいることだ

ろう、それからしばらく行くと「発破の時間」という案内があった、どこで

発破をするのか、向こうの山だろうと話しながら進んだ。すると今度は犬に

やたらほえられた、が、ここで友が「おかしいぞ、東海道に合流しなくては

いけないのに、どんどん山あいに入っていく」。道を間違えているのに気が

ついた、どうやら国道に合流した地点で違う道に入ってしまったのだ。 

 

  
日本の紅茶発祥地の看板         丸子路の案内もある長源寺入り口 

 

国道まで戻ってみると、やはり宇津ノ谷(うつのや)峠は国道に沿って進む案

内が出ていた。話しながら来たので、前を行くリュック姿のお兄さんにつら

れて左折してしまったのが間違いの元だった。何事もきちんと確認すること

が必要であることを思い知らされ、国道沿いの道を進むと「日本の紅茶発祥

の地」丸子紅茶の看板がかかっていた。今度はホントかいなと見直したが、

特に説明はなく仔細は不明だった。帰ってから確認してみると、明治2年徳



川の幕臣「多田元吉」が育てた丸子紅茶は、日本紅茶の発祥であるという。

その多田元吉のお墓が長源寺にあったのだが、その時は分からなかった。 

そこから17分も行くと長源寺が現われた、入り口には立派なトイレも設置

されて丸子路の案内板もあった。道を間違えたことで疲れを感じたのと、1

時間ほど歩いたのでお堂の前でちょっと休憩させてもらった。 

  

お羽織の由来 
  

長源寺を出て国道沿いに緩やかな上りが続く道を行く、峠に向かう道は意外

とこたえた。途中に静岡県警察機動隊があり、そこからは道の駅が遠くに見

えだした。道の駅宇津ノ谷峠に14.00"到着し、これから行く宇津ノ谷峠を

超えるにはどの道を歩くか調べた。ここには①蔦の細道(伊勢物語の主人公

在原業平が歌を残し、文学の道として知られる古道) ② 秀吉道ともいわれ

る旧東海道(宇津ノ谷峠を超える).....そのなかでも明治トンネルコースと

大正トンネルを行くコースがある。その結果、現在は蔦の細道は通行できず

整備された明治トンネルのコースへ向かうことにした。 

道の駅を出るとすぐに蔦の細道入り口があり、われわれは国道のトンネル手

前で国道を横切って右へ進む。昔風の立派な家が数件建ち並ぶ前を行くと、

道が分岐して案内板が見えてきた。その脇に旧東海道と明治トンネルの案内

が左を向いて立っている。そこから宇津ノ谷の集落が始まっていて、渓流に

沿った道はタイルで舗装されておりちょっと似つかない感じだ。でも緩やか

な坂道に沿って建つ、昔ながらの家々は落ち着いた趣がありすばらしい風景

だ。 

  

   
宇津ノ谷の集落              お羽織屋 

 

そんな一軒のお羽織屋へ立ち寄った、庭へ回るとおばあちゃんが居て声をか

けると座敷へ案内されて「羽織」の前で由来について話をしてくれた.......

天正18年(1590)小田原の北条氏征伐に向かう秀吉は、石川家の軒下に吊る

してあった馬の沓に目をとめて、使い古した自分の沓と取り替えようとした。



ところが、主人は三脚分しか差し出さなかったので、「馬の足は四本なのに

どういうわけか」と尋ねた。すると主人は「三脚分の馬の沓は道中の安全を

お祈り申し上げたもので、残る一脚分で戦の勝利を祈るつもりでございま

す」と答えた。さらに、秀吉は「あれなる山の名は」「あれは勝山でその大

木は勝の木と申します」とカツ．カツという言葉を重ねたことで秀吉は機嫌

よく出発した。それ以来主人の忠左エ門は秀吉の戦の勝利を祈りました。 

そして、戦に勝った秀吉は「そちの祈願の甲斐あって戦に勝ったぞ、褒美の

品を何なりと申してみよ」光栄に感激して言葉もなく頭を下げていると、秀

吉は着ていた陣羽織を脱いで忠左エ門に与えたという。 

 

      
秀吉が与えた陣羽織      石川家のおばあちゃん 

 

その後徳川家康が、この陣羽織を見て記念に茶碗を贈った。それらが書状と

ともにケースに陳列されていた。これらのことを丁寧に説明してくれたおば

あちゃんは、おそらく85歳は越していると思われるが、私のふるさとガイ

ドよりわかり易く、きちんと説明してくれた。帰りにお礼を述べて、おばあ

ちゃんの写真を撮らせてもらい石川家をあとにした。 

  

歴史散策が楽しめる「宇津ノ谷」 
  

このほかに東海道では最も古い名物といわれる「十団子(とうだんご)」があ

る、峠の鬼を退治した地蔵尊の伝説に由来するもので、室町時代から伝わり

慶竜寺のおせがきに売られるという。この十団子や蔦の細道にまつわる歌が

ある...... 

  

十団子も 小粒になりぬ 秋の風    許六 

十団子も この一椀に  味涼し    一茶 

駿河なる 宇津の山辺の うつつにも 夢にも人に 逢わぬなりけり   

業平 



(私の通っている所はこんなにも寂しい所です、でもいつも私の心から離れ

ないのは あなたの面影です。それも今の私にはあまりにも遥か.....お目に

かかれない.....せめて夢にでも.....) 

  

  
明治トンネル 

  

蔦の細道は秀吉が小田原征伐のために旧東海道を開くまでの重要な道路で

あった。宇津の山は上記の「伊勢物語」の歌で広く知られるようになり、以

後多くの歌に詠まれている。お羽織屋から少し上って行くと宇津ノ谷峠の案

内板があり、明治トンネルの説明もあった。明治9年24.800円で造られた

日本最初の有料トンネルだという、当時は測量技術が発達していなかったた

め、「く」の字形のトンネルになってしまい、照明用のカンテラを設置して

いました。現在のトンネルは静岡口を直線に手直しして明治37年に竣工 

した。平成9年には現役のトンネルとして、初めて国の登録有形文化財に指

定された。 

入り口に着くと総レンガ張りのトンネルは、カンテラの灯りが暗闇の中に浮

かんで続いているのがすばらしかった。思わずシャッターを押したのがこの

一枚で、トンネル内で記念撮影をしたがこちらはうまく撮れなかった。 

トンネルを抜けて山道を少し下ると蔦の細道と合流する、そこには公園と駐

車場が整備されている。つまり車で来ることを前提にした整備がされている。

そういえばトンネル手前の道でも、明らかにトンネルへ向かう道なのに「こ

ちらは危険」という案内が出ていて少し戸惑った。これは明らかに車用の案

内であり、歩く人にも車で来た人にもわかり易い案内表示をしてほしいもの

だ。駐車場からしばらく行くと階段の上に坂ノ下地蔵堂がある、でも階段を

上がるのはやめて素通りして国道に出る。振り返ると山の上まで茶畑が段々

に連なっているのが見えた。 

  

岡部宿と「柏屋」 
  



国道を横切ってしばらく行くと岡部台という団地がある、かなり大規模であ

る。こんな山奥という感覚だったので意外な気がした。川沿いの道ではガー

ドレール越に川を覗き込んだら、三羽の鴨が驚いて飛び立った、鴨には悪い

ことをしてしまったようだ。また集落の中に、屋根の上に明り取りのような、

小さい天守閣みたいな構造物があった。これが何なのか判らず、友が行き会

った叔母ちゃんに聞いたところ、ミカンを長期間保存する為の空気抗だとい

う。つまりミカンがなくなる頃まで保存して、高値で売れるようにしたのだ

という。なるほど昔は昔で考えて対策をしたようだ、と感心しながら進む 

と川沿いに大きな工場も現われた。さらに進むと今度は意外にも東浦に本社

のある「カリモク」の営業所があった。こんな山奥と思われる地域にあった

ので驚いた。 

そんな街道を左へほぼ直角に曲がると岡部宿の外れで、ここ岡部宿は江戸か

ら21番目の小さな宿場。大勢の客があると、夜具も藤枝宿や丸子宿からか

りてきて間に合わせたという。本宿(岡部地区)と加宿(内谷地区)からなる。 

歴史の古い宿場町で鎌倉幕府の御家人だった岡部氏と深い関わり合いを持

ち、元禄年間から内野氏が本陣を勤めた。 

  

  
岡部宿の案内と旅籠「柏屋」 

  

岡部宿の代表的な旅籠「柏屋」に15.55"到着、300円の入館料を払ってじっ

くり見学した。中へ入ると帳場みたいな「みせの間」があり、その向かいに

は人形の旅人が2人ワラジをぬいでいる。初めに本座敷へ入ってみると、部

屋はかぎのてすべてが障子戸で縁側つきの二間続き。開放的な部屋に緑が一

杯のすばらしい庭の景色が飛び込んできて、一瞬どこかの料亭かと思うほど。

2階はパネルやジオラマなどを展示した情報コーナーになっている。宿の食

事内容の表があったり、駿河国の権守を命じられた藤原清綱が、任期を終 

えても京に帰らず岡部に住み着いて、地名の「岡部」を苗字にしたという岡

部氏の起こりが説明されていた。裏手に回ると広い中庭をお土産店、ギャラ

リー、食事どころ、体験工房が取り巻いている。お土産は買わなかったが、



お茶をいただいたのでお店に断り宇津ノ谷のお羽織屋で買った「十団子」を

食べ休憩した。 

 

旅館「きくや」の お上は芸術家 
  

16.37"柏屋を出るとすぐに岡部宿本陣跡があり、門だけ見て進むと隣が岡部

宿公園として整備されている。火の見櫓の前で国道を離れ左へ入って3分も

行くと、道脇に小さな碑が現われた。「小野小町の姿見の橋」とあり、よく

見れば溝に橋が架かっている。これは晩年に小野小町が岡部宿に泊まり、橋

の上から夕日に映える西山の景色の美しさに見とれていたが、ふと橋の下の

水面に眼を移すと、そこには長旅で疲れ果てた自分の姿が映っていた。そし

て、過ぎし昔の面影を失ってしまった老いの身を嘆き悲しんだという。そん

なことがあってこの名前がついたというのだが........。 

 

  
本陣跡横にある岡部宿公園         小野小町の姿見の橋 

 

落ち着いた雰囲気の街道を進んで行くと、白い漆喰と黒の立派な和風の家が

ある、サッカーの中山ゴン選手の実家だという。その先の庭先では、最近南

アフリカの花で有名になったブラジル原産の「ジャカランタ」の木が紫の花

をつけているのが見られた。 

そして、岡部宿の加宿だった内谷地区にある立派な岡部役場が見えると、角

に酒屋があり役場前からの大通りにぶつかる。ここを左折してしばらく行っ

た所に宿屋らしくない建物の「きくや」旅館はあった。柏屋に着いたとき電

話しておいたので、おかみさんからは「ゆっくりでしたね」が最初の挨拶だ

った。早速お風呂に入り汗を流すと、やっと落ち着くことが出来た。お風呂

やトイレは清潔で食事は家庭の雰囲気がする食堂で頂いたが、旅館というよ

りはペンションのイメージだった。出された食事もメインの料理が刺身、ス

テーキとサラダ、しんじょ、それに前菜がありいうことなし。ただ味噌汁は

白味噌だったが、アサリの具はいけた。 



驚いたのはお上さんの趣味で、食堂やお部屋に飾られているのは建物や大名

行列もあったが、多くはいろいろな花の切り絵だった、しかも詩もそえられ

ている、とても繊細な出来栄えは玄人としか言いようがない。作品の隅には 

「小夜」のサインも読める。そのうえ題材となる花や野菜も手作りしている

という。 

 

       
 

       
詩も自作の花の切り絵 

 

三人のおばさんがそろった事で切り絵、特に野菜や花作りの話がいつまでも

続いた。おまけに帰りには挿し木するようにと「時計草」をいだたいた、ち

ゃんと育てることができるのかな!! 帰って旅日記が書けたら小夜さんに

お礼として送ることにしよう。 
 


