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荒川文化財めぐり 
2006 年 7 月 12 日 薄日射す蒸し暑い梅雨の一日  曇り 
荒川歴史民族資料館   午前 9 時 現地集合  

案内していただいた方 荒川歴史民族資料館元館長二ノ宮完二郎氏    
ガイド時間 9 時～16 時 

 

   荒川歴史民族資料館              浦山の旧家の神棚 

 二ノ宮先生の案内で旧荒川村の文化財の

見学ツアーを行いました。 

 始めに「荒川歴史民俗資料館」。案内無し

で見れば、とてもお宝とは言い難い埃をか

ぶった古い民俗資料の陳列品でしたが、先

生のお話を聞けば、ひとつひとつが輝ける 

      半縄の笠鉾        郷土の至宝！ 上田野の山車、白久の串人形、

古代の土器、野鍛冶の仕事場、旧家の神棚

等々、いずれも興味深いことこのうえなし。 

特に半縄の笠鉾は、心柱が後ろに移動し屋台芝居が出来る様な構造となっており大変 

貴重な文化財である。 
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白久の串人形芝居 
山峡の村に伝わる、ひなびた[串人形芝

居]が戦後、心ある識者の目にとまり芸

能文化の脚光をあびて、現在では、人

形の里と呼ばれている。この串人形芝

居の由来は明らかではないが、江戸末

期から明治初期にかけ、折からの義太

夫や、説教師による芝居が、村人の心

の中に溶け込んで、多くの人達の心を

魅了していった。そんな折、白久豆早

原に住む新井重太郎、同、宇一、同、

藤蔵等のより、太田村さる人により 22 体の人形を買い求め一座を組織し現在に伝わる操

法を編み出し上演したのが白久串人形芝居である。その後山村における唯一の娯楽として、

寺の縁日や神社の祭礼等に上演されてきたが、昭和初期戦争等の為中断していた。昭和

27 年地元、江田直蔵氏を始めとする有志により復活し今日に至っている。出し物は、「五

所桜堀川夜討弁慶上使の段」「傾城阿波鳴戸巡礼歌の段」新しく「赤城の子守歌」等であ

る。 

 
次に向かったのが即道神社。火にかけた鉄瓶の水が沸くまでに武甲山の山頂まで往復

したという江戸末期のスーパーマン伝説。 

    即道神社                   石経塚碑石 

 石経塚及び爪彫りの石 
この石経塚は、即道神社及び、薬師堂の傍に建つ、石経塚碑石である。碑文には天下泰平

国土安穏長久、一切衆生息災延命等の祈願の意がしるされている末尾に元禄 17 年申 8 月

云々と由緒が刻してある。又碑の地下には小さな河原石に経文を一字ずつ墨書して埋めて

ある。次に爪彫り石は奇人即道坊が富士山から袂に入れて運んだと伝えられ、タモト石と

もいわれる大きな油石（長径 70ｃｍ程）で請願、由来、歌などが刻字してある。享保 2
年正月元日とあるが、文字は読解困難で、これを正解できる者は即道の再来であるといわ

れている。 
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続いて、枝垂桜で有名な清雲寺。境内のサクラ

の古木と、幕末のお公家様の命運に思いを馳せ

る。残念ながら桜の時期とはかけ離れているの

で枝垂れしか見られなかったが貫禄は充分。 
 

清雲寺のサクラ 
県指定天然記念物 
若獅子山の麓に、臨済宗建長寺派に属する岩松山

青雲寺がある。この寺に樹齢 550 年にも及ぶとい

う枝垂れ桜の老木がある。この桜は[エドヒガン]
科で枝条が下垂変性したものといわれ、花期には

傘鉾を思わせる美観を呈する。 
伝える所によれば、当寺開創の折、開山楳峯、香

禅師が文安 3 年（1446）9 月 29 日お手植えにな

ったものという。 
最近やや樹勢のおとろえを感じさせるが、樹形は

おおむね次のとおりである。 
樹高 15ｍ 枝張り 10 数ｍ 目通り 2.72ｍ 根廻り 4.25ｍ 

      事件直後の墓              新たに建立された墓 

 

清雲寺事件 幕末、公家達が太陽寺を関東の倒幕拠点とすべく画策していたのが発覚し、

清雲寺にて殺害された。 

詳細は、慶応 4 年（1868）2 月 19 日、右大臣藤原家信卿の嫡子大炊御門公尊は、王政復

古の慮を奉じて、当村出身京の医者玄徳（天輝源三郎）等をひきつれ、青雲寺に入り、里

人を集めて回天の議を図ろうとしたが、代官所は捕史をひきいて、青雲寺をおそい、交刀

乱闘して公尊以下ことごとくうちとられた。これが世に言う青雲寺事件であり、尚、調書

によれば｢君には大日本国の大政を古に復さんとの叡慮を奉じ、この地により関東の状況

を観察し謀る所あり、仮御殿の造営、護衛等忠勤精励すべし仮御殿は大滝村大日向山太陽

寺とする。太陽寺は御嵯峨天皇や三皇子髭僧大師開山にてめでたき祥地なるが故相定む｣

とある。公尊の墓は青雲寺の裏手にあり、大雄院と法号されている。 
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青雲寺を後にし、旧道を西にたどり千手観音堂へ。ここは今でも続く信願相撲の舞台。現

在も勝ち負けなしの 2 本勝負が奉納されている。 

お堂には相撲四十八手の天井画がある。看板の裏には何やらあやしげな彫り物があるらし

い。郡内の有徳人からの奉納。 

 
千手観音堂 信願相撲 

回廊の格子天井に相撲四十八手の板絵 

 

 

 

 

 

 

 

次は国道を渡って、秩父市荒川支所（旧荒川村役場）の裏、安谷川へ下りる緑陰の道の

辺にある「翁塚」。芭蕉の句碑であります。畠山重忠を偲ぶ芭蕉、元禄 4 年の句。 

 翁塚  芭蕉句碑 「むかし幾計 秩父殿さへ すまふとり」 
上田野より安谷川を渡り、日野に通じている道がある、旧秩父往還として、また巡礼道と

して利用されていた道で現在の三上医院の

前より下り坂を行くと左側の道上に翁塚が

ある。安政 3 年（1856）に建てられた、こ

の大きな自然石には、「むかし幾計 秩父殿

さへ すまふとり」と記されている。この

句は芭蕉句集によると、元禄 4 年（1691）
作とあり、秩父殿（鼻山重忠）が関東に名

の高かった、長居という相撲取りを負かし

た話が｢古今著聞集｣にあり、これをうたっ

たものと思われる。尚荒川村大字久那字諸 
       芭蕉句碑         にも｢草臥れて、宿かる頃や、藤の花｣と芭蕉

の句が刻まれている。 
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 つづいて、予定には無かったけれど、この機会を逃しては二度と見学できそうも無い、

タマゴ水とカツラの大木へ。 
舗装道を後にし、すれ違いも出来ない程、細く曲がりくねった山道をゆっくりと走ること

10数分。日野キャンプ場に出る。駐車場をお借りし、沢まで降りていくととても涼しくて

気持ち良い。 

沢の一角に桶が埋められていて水が溢れていた。近寄って触ってみるとヌルヌルとしてい

た。匂いを嗅いでみるとかすかに卵の腐った匂いがする。温泉地でもない何の変哲もない

沢の一角から強酸性水が流れているのは不思議な光景でした。 

たまご水を見た後は、さらに奥に進んだ所にある明ヶ指の桂へ。 

県内最大のかつらの木に圧巻。森林浴も満喫して気分もリフレッシュしました。 

       たまご水 

 

 

 

 

 

 

 

                          大かつら 

 

ここから来た道を戻り、寺沢へ入り如意輪（ねいり）観音堂へ。普段は閉じられている

お堂を特別に開けてもらい、漢土二十四孝の天井絵を拝す。ありがたや、二ノ宮先生のご

威光なりや。 

 
漢土二十四考絵図 
この如意輪観音堂は、24 枚の板絵のよる漢土二十四考の図があり、明治 16 年巴水量山の

より描かれたもので、図は本堂に向かって上を見上げると本尊側に 5 側、外に向かって各

4 列、正面須弥檀上に左右 2 面ずつ合計 24 図ある。縦の桟に宋書で、製作年、作者、奉

納者、世話人が墨書されている。また円形の中に描かれた絵の緑青、群青、赤朱等色彩も

よく残り、他に竜の図もある。 
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 如意輪観音（寺沢の寝入り観音）「漢土二十四孝」24 枚の板絵 

 

 さてこれより白久の旧スケートセンタ

ーを上った辺りに、秩父では珍しい双体道

祖神がある。 

ここから振り返って左上方向の山に熊倉

城の跡がある。石垣などが残っているらし

いが、時間の都合もありそこまでは行かな

かった。 

 

 

 

 

 

続いて札所 30 番の如意輪観音浄土へと行く。瑞龍山法雲寺（秩父観音霊場札所三十番）

当寺は臨済宗建長寺派に属し、唐の玄宗皇帝の作になるという。如意輪観音を本尊とする、

一尺 2 寸の坐像は、戦場に在って楊貴

妃を思い、世の無常を感じ、観音の妙

智力にすがる切々たる真情が伺えて、

美しく尊厳にみちたものである。 
当寺の開山は、鎌倉建長寺十九世道陰

物恵禅師（中国僧といわれ正中 2 年

(1325)没）である。堂宇は、元和元年

（1615）には観音堂はもちろん、別当

である本堂、礼堂、仁王門等もそなえ

ていたが、嘉永年間（1849）火災に遭

い、観音堂のみを残し焼失した｡一部改

修はあるものの昔日の面影を見ること 
       札所 30 番           が出来る。 
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この観音堂には楊貴妃の鏡、龍の骨、天

狗の爪などが祭られており、昔の人の豊

かな想像力が偲ばれる。他にも 6 枚の古

い巡礼納札があり、それらの中には四国、

坂東、秩父のいわゆる日本百ヶ所の観音

霊場となった日本最古の史実記録を物

語るものがある。 
 

 

 

 

        観音堂 

 
大宮の鉄道博物館をもしのぐスケー

ルと迫力の実働Ｃ58363 に運良く遭遇し、

転車台での機回しを拝んだ後、秩父が誇

る幕末の彫刻家、森玄黄斎の生家へ。 

 

 

※ちなみに転車台は埼玉県に２機現存

し、一般公開しているのは三峰口駅のみ 

となっています。 

 

  秩父鉄道三峰口駅鉄道公園付近にて 

 

 

 

森玄黄斉の書画と将棋の駒 
森玄黄斉は、文化 4 年（1807）正月 23 日白久村山中太七の次男として生まれ幼名を庄吉

といい、後に権衛と改め雅名を竹貫、雅号を竹雅又は玄黄済と称し 27 歳のころ奈倉村（小

鹿野町）の森伊左衛門の娘（悦）と結婚し森家の人となった。絵画、彫刻に天分を持ち数

多くの作品を残している。将棋の駒は生家、山中家に残る玄黄斉 10 歳の時の作品で最も

古いもので駒の側面に文化 14 年と彫刻してある。玄黄斉は多芸を持ち漢詩、詩歌、書画、

彫刻等、誠に秩父の生んだ代表的文化人であったといえよう。しかし彼の真髄は彫刻で、

特徴はきわめて精微である。将軍家に献上した彫刻を将軍が英国皇室に送ったという孔子

とその弟子 3 千人や印籠譜その他、米粒にエビス大黒を彫ったものなど精微な彫刻は高く

評価されている。 
 

生家から彼の板彫りレリーフのある神明社へと玄黄斉ツアーを重ねる。 
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       神明社              森玄黄斉の未完の彫刻 

 

玄黄斉ツアーから、Ｖ字谷の景観が素晴らしい白川橋へ。 

      白川橋より下流             白川橋より上流 

 

大滝から切り出した材木は、この橋の下流でいかだを組み、運ばれた。荒川がＶ字渓谷

の上流から川原のある中流への境にあるのでも有名。はるか眼下にはむき出した岩盤が見

おろせるが、昔は渡し舟があるほど水量が豊富であった。 
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 橋を渡って国道を越えたところ

が、縁側展で有名な贄川宿。三峰神

社や太陽寺の参詣の折、秩父から最

初の宿交通の要所として昭和初期頃

までにぎわった。現在では 

11 月 第 2 土・日は縁側展が行われ

ている。 

 

 

 

 

         贄川宿 

幸田露伴が日本のスウィッツランドと讃えた景色を愛でつつ、贄川宿の裏山を登るとスー

パーマン即道の終焉の地にたどり着く。 

 
即道終焉の地 
常明寺は小字贄川地区にあり、蓮壹山と称

す。古くは高岩山石水寺という。元禄 15 年

6 月当寺 3 世の主僧を即道といい即道は享

保 15 年（1730）9 月 7 日、贄川常明寺にお

いて入定（死亡）したというが｢我正に入定

す｣と自ら穴の中に入ったが、奇人といわれ

た即道遺体はなく棺は空で、その後時を久

しくして、讃州高松（四国）で即道を見た

という伝説が残されている。常明寺にある

宝篋印塔は寛保 2 年即道の勧進により建立

されたとされる。 

 

 

 

 

 

       即道の墓 

日頃見てきたような話はすれど、実際この目で確認できたところも多く、一人で行ったの

ではなかなか見られぬ千手観音堂や、札所の中まで入り込み、つぶさにお宝を拝見でき、

望外の幸せであった。 

 これも二ノ宮先生のおかげと、衷心より感謝申しあげて、荒川ツアー報告とするもので

あります。 

協力：秩父市荒川歴史民族資料館・秩父市荒川日野 76 TEL 0494-54-1058 
   荒川商工会      秩父市荒川上田野 1427-1 TEL0494-54-1059 


