御柱祭を楽しく迎えよう
こまつ

かおり高い
文化のまち
神事が中止になり︑今年の
伐採も最少人数で木遣りの

皆様が諏訪を訪れていました︒

れぞれの立場で準備は少し

そんな中︑来年に向けそ

なおと

奉仕もできない中︑短時間

今まで経験したことのないコ

ずつ進められています︒コ

直人

ロナ禍で︑御柱祭の神事も大き

ロナ禍が終息に向かい︑無事に

現在︑﹁御柱の森づくり協議

で終了しました︒

く変化しています︒昨年は初め

御柱祭が開催できることを願い︑

会﹂や﹁御柱用材を育む会﹂の

記録があります︒

てだと思いますが︑本見立ての

これから行われる神事や準備内

に樅ノ木が調達できるように取

皆さんが毎年植樹や食害被害防
御柱祭は１２１７年前の桓武

り組んでいますので︑下社は今

容等を紹介していきたいと思い

天皇時代の西暦８０４年から行

後も心配はありません︒秋宮一

止のネット張り等を行い︑永遠

われています︒来年の御柱は壬

位の太さになるには２００年以

ひがしまたやま

みずのえ

寅年で２０４回目だと思います︒

上の歳月がかかります︒５月に

とら

御柱はウラジロ樅ノ木で樹齢

伐採が行われ︑皮むきされたご

もみ

２００年前後の大木です︒下社

用材は御柱の森に静かに寝てい
は明治

ます︒今年中に業者により棚木

ば

の国有林の御柱の森より調達し

場まで曳き出されます︒向かっ

とよはし

ております︒江戸時代は樋橋の

て左から春宮一︑それから秋宮
あかしぶやま

とざわやま

奥の砥沢山で何回も調達され︑

四まで８本が並びます︒秋宮一

たな こ

年から現在の東 俣 山

ます︒
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下諏訪町観光案内所長 小松

とら

しきねん

さる

諏訪大社の最大の神事の式年
ぞうえいみはしらたいさい

造営御柱大祭は︑７年目申と寅
年に行われます︒諏訪地方の氏
子の皆さんが奉仕する神事です︒

秋宮三
平成28年

４月に山出し︑５月に里曳き
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教育委員会
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編集委員会

赤渋山からも調達されたという

23

が行われ︑下社上社それぞれ３
日ずつ 日間行われます︒明治

呼ばれ全国や海外からも大勢の

天下の奇祭とか天下の大祭と

に行われていたそうです︒

５年までは︑下社上社が同じ日

12

木落とし
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御柱祭を楽しく迎えよう

◎諏訪湖博物館10月の休館日は、4・11・18・25日です。
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御柱祭を楽しく迎えよう

は︑目通

春宮︑秋宮に建立されていま

諏訪のみはしら

ヨイサ

ヨイサ﹂

サンノウエー

ヨイサ

コーレハ

オネガイダー

﹁ヤー

木遣り唄

す︒

奉仕できるように願うばかりで

かい︑氏子の皆さんがこぞって

これからコロナ禍が終息に向

れました︒

新潟県新発田諏訪神社に奉納さ

し ば た

れたりします︒前回の春宮一は

れたり︑お守りやお札に加工さ

寄贈されたり︑観光用に利用さ

の柱は大社にて管理されます︒

春宮二は東山田に払い下げ︑他

にあります︒春宮一は下ノ原に︑

すご神木の御柱休めが４月下旬

なかまた

勢参加され皆さんが心を一つに

年が明け︑２月︑各地区で大

われています︒

神事から御柱祭が始まるとも言

打ち神事が行われました︒この

ある小倉大明神の杉の木に薙鎌

︵８月 日︶に︑今年は仲俣に

り周囲３．
６２メー

トルで︑

ここ近年

木遣りの皆さんは︑１日に何

木落しでの木遣り
平成21年小倉大明神薙鎌打ち神事

では一番

の太さで

す︒
各地区

また︑各区ではこれから御柱

十回も唄うため︑すでに声つく

んが御柱のいろいろな準備を行

実行委員会が設立されて︑御柱

では︑氏

います︒元綱を藁から作る四王

祭に向かって徐々に準備が始ま

りの練習をしています︒

地区は︑すでに昨年と今年︑田
っていきます︒

おたり

８月最終日曜日︵８月 日︶
しきねんなぎがまさい

には︑式年薙鎌祭があり︑小谷
むら

村大宮諏訪神社へ諏訪大社宮司
が薙鎌を持参し︑奉納した翌日

元綱︑曳き綱と追い掛け綱の綱
打ちが行われます︒それぞれの
区で担当の綱が決まっており︑
太さも決まっています︒藁から
作る四王地区以外は︑すべ縄を
何本も寄り合わせて作ります︒
棚木場に置かれています御柱
の木造り作業も山出し担当地区

◎下諏訪総合文化センター10月の休館日は、5・12・13・19・26日です。

子の皆さ

藁から作る元綱

んぼに関取という品種の稲を植
え︑藁を確保致し︑来年の綱打
ちに備えます︒

おお し め なわ

秋宮の大注連縄も９月から作
業に取りかかっています︒素晴

29

30

の皆さんが参加して行います︒
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13

らしい大注連縄が奉納されると
思います︒

平成28年新発田諏訪神社に奉納された春宮一

平成27年棚木場に並べられた御柱

平成21年薙鎌打ち神事での木遣り奉納

下諏訪の歴史を探る

ひろと

博人

尊王の信に燃えたつ水戸浪士が
戦ひはてし和田峠の塚 今井邦子
おおた

諏訪湖博物館・赤彦記念館学芸員 太田

︵水戸浪士塚︶﹂というお墓が

邦子の歌にも詠まれる﹁浪人塚

下諏訪町ゆかりの歌人︑今井

天狗党は御所の守衛総督を

除する考え︶を目的とする

︵天皇を崇拝し︑外国を排

水戸藩の﹁尊王攘夷﹂

を求めましたが︑実際に抗戦し

令﹂を出すなど天狗党への対処

路にある諸藩に対して﹁追討

の準備を整えます︒この戦いは︑

村の上に急ぎ陣地を築き︑戦い

得た諏訪・松本の両藩では樋橋

︵現︑長和町︶に宿泊︒情報を

った天狗党は︑同 日に和田宿

たのは高崎藩︵下仁田戦争︶と

戦場となった場所から﹁和田嶺

た︒幕府としても︑天狗党の進

和田峠で対峙することとなる諏

合戦﹂︵樋橋戦争など︶と呼ば

頃より鉄砲の扱いに慣れた地元

戦の裏方として協力︑さらに日

物資の運搬︑食事の用意など合

とあり︑薪・鎌・のこぎり等の

で︑下諏訪の人々も動員された

訪藩によって陣地が作られる中

によれば︑合戦前日の昼から諏

﹁萬日嘉恵帳﹂︵勝五郎日記︶

嘉恵帳﹂に書き残しています︒

かえちょう

で見た合戦の一部始終を﹁萬日

よろずひ

めた中村勝五郎もリアルタイム

江戸時代末に下ノ原村名主を務

る史料が数多く残されており︑

下諏訪町には合戦を今に伝え

れています︒

訪・松本の両藩だけでした︒
わ だ れい

﹁和田嶺合戦﹂起こる
日︑内山峠を越えて信濃国へ入

１８６４︵元治元︶年 月

11

元︶年３月の筑波山挙兵に始ま
る︑水戸藩︵現︑茨城県北部︶
内の争いに端を発し︑大きな戦
いへと発展した﹁天狗党の乱﹂
が勃発しました︒
﹁追討令﹂従ったのは三藩のみ

下諏訪町樋橋地区にあり︑この

任されていた水戸藩出身の

19

の猟師も戦いに参加しました︒

「萬日嘉恵帳」(個人蔵)

17

※絵図中央が樋橋村

「和田嶺合戦図」(諏訪市博物館寄託資料)

そんのうじょうい

地で戦った人々が今もここに眠

徳川慶喜︶を頼りに︑朝廷

代将軍︑

一橋慶喜︵のち

今から遡ること１５７年前︑

へ開国の撤回と攘夷の早期

こうずけのくに

を通り︑信濃国に入りまし

れ︑一行は下野国や上野国

しもつけのくに

戦闘能力が高かったといわ

００人ほどで戦い慣れして

領とする天狗党は総勢１０

かいます︒武田耕雲斎を首

たけだこううんさい

実行を訴えるため京都へ向

げんじ

15

江戸時代末期の１８６４︵元治

ひとつばしよしのぶ

っています︒

樋橋地区に建つ浪人塚

◎下諏訪体育館10月の休館日は、5・12・19・26日です。
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下諏訪の歴史を探る

勝五郎も合戦当日の朝︑天狗
党が目前に迫る中で実際に陣地
へ足を運び︑大砲５挺や小筒１
００丁など緊張感漂う戦地の様
日昼頃より和田峠

子をその目で確認しています︒
そして︑

﹁鉄砲はげしく打︑玉あられのふるが如し﹂とある

合戦は両軍で大砲や鉄砲を撃
ち合う︑まるで﹁︵鉄砲︶玉の

宿の家屋敷

軒に置き捨てられ

た品々は全１１９点︑主な物と

して鎗・小刀・鉄砲・陣笠など

が藩に報告されました︒

その後︑伊那路を進んだ天狗

党は進路を北陸に変え進軍を続

月

しゅうえん

日に加賀

けていましたが︑和田嶺合戦か

ら約１ヵ月後の

塚を守り︑現在でも毎年

月に

これ以降︑地元の方々を中心に

会して碑を建て︑供養しました︒

き︑翌々年には水戸に名前を照

た水戸浪士のために戦死塚を築

と諏訪藩では︑戦いで亡くなっ

１８６９︵明治２︶年になる

を迎えました︒

藩に投降することとなり︑終焉

17

を越えて進軍を続ける天狗党と︑
それを向かい討つ諏訪藩︵約６
００人︶・松本藩︵約４００
人︶との約４時間半に及ぶ戦い
が始まりました︒

あられの降るような﹂激しい戦
いであったことが︑当時の資料
からも伝わってきます︒
夕方まで銃撃戦が続いた後︑

12

︻お知らせ︼

宿場街道資料館︵立町︶では︑

常設展示﹁和田嶺合戦ってな

に？﹂で詳しく紹介しています︒

また︑浪人塚慰霊祭に合わせ

月下旬頃より企画展﹁和田嶺合

戦﹂︵仮︶を開催予定︒関係資

料の原本を期間中に限り公開し

ますので︑ぜひご覧ください︒

◎下諏訪図書館10月の休館日は、1・4・11・18・25日です。

41

慰霊祭が催されています︒

11

天狗党による諏訪藩陣地への迂

回作戦により︑総崩れとなった

両藩連合軍は敗走することとな
りました︒その後︑天狗党は住
民家に対して補償金を支払うな

民が逃げた下ノ諏訪宿にて一泊
し︑翌朝には岡谷を通って伊那

ど戦後処理を行っています︒

ら戻り被害状況の確認や︑役人

人々も合戦の翌日には避難先か
諏訪藩では合戦の翌日に︑戦

た荷物の取り調べをしており︑

の指示のもと天狗党が置き去っ
具や鉄砲玉の回収などの他に︑

その時の史料によれば︑下諏訪

死者の確認や戦地に残された武

その後の和田嶺合戦

一方︑避難していた下諏訪の

路に向かっていきました︒

「水戸浪士との合戦記録」（抜粋）
（諏訪湖博物館所蔵）

合戦によって焼失した樋橋村の

生涯学習 2021.10

15

10

（「和田嶺合戦図」より）
地元の猟師も戦いに参加

20

戦地に残された大筒の砲弾（諏訪湖博物館所蔵）

300 年前の下諏訪を楽しむ

諏訪湖博物館主催

地域研究講座
︵令和３年５月

﹁三百年前の下諏訪を楽しむ﹂

日に火災で全焼した︒

だいぶんげんしゃ

12
︵昭和 年下諏訪町立博物館発行﹁下諏訪の歴史﹂

18

てきたが︑元治元年︵１８６４年︶ 月

げん じ

それ以後３００年本堂として崇敬を集め

４月︶した翌年の８月に千手堂が竣工︒

武田信玄が死去︵天正元年１５７３年

めるように文書を出している︒

するから寺の改築修理など怠りなくつと

であったようだ︒武田勝頼も課税を免除

かつより

産家︶の支援や祠堂金の寄進により豊か

しどうきん

武田氏の時代︑神宮寺は大分限者︵財

湖水むこうから大変美しく見えたという︒

日実施︶

だいぼう

辺︶高い石垣の上にあり︑その石垣の白塀は︑夕日に映えて︑

方丈は︑秋宮の南に続く小公園から南にかけて︵山王閣跡周

う︶があり︑すべてが神宮寺︒

て三重塔や仁王門︑北に方丈︵住職の平素の居間︑大坊ともい

ほうじょう

﹁久保村﹂は︑その神宮寺域内の門前の村︒千手堂を中心にし

神宮寺︒﹁山王閣跡﹂より東南の眼下窪地一帯にあり︑そこ

諏訪神社下社秋宮の本地仏︵千手観音︶を本尊としてまつる

ほんじぶつ

前博物館協議会会長 小口明先生の資料より抜粋

はいぶつきしゃく

15

〜廃仏毀釈によって失われた神宮寺の跡を探る〜
前博物館協議会会長小口明先生を講師に、江戸時代（約300年前）に諏訪高島藩
ただとき
す わ はん いっそん かぎりむら ち ず
５代藩主忠林の命で作られた「諏訪藩一村限村地図」と文化年間（1804〜1816
はいぶつ き しゃく
年）頃寺発行の「下社神宮寺境内図」を見ながら、明治の廃仏毀釈によって失われ
た神宮寺の跡を歩きました。古村と現在の町の様子を重ね、町の歴史を探りました。
今井廣亀氏著より︶

52

山王閣跡から神宮寺境内跡を望む

三重塔

仏殿︵千手堂︶

土田墓地

下社神宮寺境内図

ほうじょう

方丈

旧甲州街道

承知川

当時の承知川石橋

16
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300 年前の下諏訪を楽しむ
たと伝えられている︒

︵現在の位置︶に戻して安置し

き︑話し合った結果︑元の位置

方に移動するので信者たちも驚

たが︑毎日少しずつ前にあった

の信者によって萩倉に安置され

になった際︑言成地蔵尊は萩倉

分離令が公布され神宮寺が廃寺

明治元年︵１８６８年︶に神仏

する人が絶えなかったという︒

内に安置され︑信仰が厚く参拝

元禄年間︑諏訪神社の神宮寺境

くれるので言成地蔵尊と呼ばれ︑

いいなりじぞうそん

誰の願いも言うなりに叶えて

いいなりじぞうそん

︵平成９年発行﹁わが町下諏訪〜歴史
編〜﹂より︶

至 四ツ角

右ページの
「下社神宮寺境内図」
の場所

久保海道公会所

道
旧甲
州街

大権現碑の前に多くの

土田墓地

くは近くにお堂があった
と言われている︒それら
の石仏群の中に男根を模
した石柱に道祖神と刻み
込まれたものがある︒下
諏訪にはこのような形の
石柱が２例あり︑そのう
ちの一つである︒
︵平成９年発行﹁わが町下諏訪

トン︑

この石橋は︑長く甲州道中承知

川にかかっていた重量約

久保海道公会所の横に移された現在の承知川石橋

れんが

きっと新しい発見があります︒

に︑町内の史跡を巡ってみましょう︒

諏訪①歴史編②文芸・文化編﹂を手

の生涯学習ガイドブック﹁わが町下

平成９年下諏訪町教育委員会発行

〜﹂より︶

︵平成９年発行﹁わが町下諏訪〜歴史編

所の道路側に移された︒

永久保存するため︑久保街道公会

架け替えに当たって︑この橋石を

図とも言われてきた︒新しい橋の

様は防滑とも信玄の埋蔵金の隠し

この石橋に刻まれている煉瓦模

れるようになったという︒

げたという伝承から承知川と呼ば

告げ承知つかまつり候﹂と申し上

束を思い出し︑下馬して﹁神のお

まって動こうとしない︒信玄は約

の橋を渡ろうとすると馬が立ち止

を約した︒合戦の帰途︑信玄がこ

建て替えと千手堂に三重塔の建立

千手観音に戦勝を祈願して社殿の

川中島の合戦に際し︑諏訪大社の

輝石安山岩の１枚石︒武田信玄が

13

川
承知

下諏訪中学校

石仏が結集している︒古

山王閣跡
久保秋葉大権現

至 向陽高校
秋宮神楽殿

142

言成地蔵尊
〜歴史編〜﹂より︶
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神宮寺の境内に安置されていた言成地蔵尊

秋宮恵比寿社 秋宮社務所

こどもたちの今

みずべ保育園

7月14日に
「みずべっこまつり」
をしました
的あて

「日本全国まつりでござる」を
踊ってお祭りスタート！
♪まつりで〜ござ〜る♪

くい
す
ル
ー
ボ
スーパー

「お化けをやっつけるぞ」

「先生、早く流して〜」

がし
さ
ら
か
た

くい
す
ょ
ぎ
きん
水鉄砲

年中さんが的を作りました。
♪１２３４シュッシュッシュー！

「先生、見つけたよ」
「何色にしようかな」
（未満児クラス）

「おみず、きもちいいよ」

花壇でカブを育てました。
給食のみそ汁に入れて
食べました。

野菜を収穫
ジャガイモあるかな？
み〜つけた！

今年は32kg
収穫できました。

遊ぶの大好き、食べるの大好き、友だち大好き

みずべっこ
2021.10 生涯学習
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教育委員会からのお知らせ

〜図書館まつり 2021〜
毎年恒例の図書館まつり！みんなで楽しめる企画が満載です。是非お越しください♪

10月16日(土)

10月23日(土)

9:30〜12:00

やまびこの会 朗読体験
場所:２階

声の図書室

14:00〜

10:30〜

10:30〜

おはなしの広場
場所:２階

高校生バンド演奏会

会議室

場所:２階

14:00〜16:00

朗読のおくりもの
場所:２階

10月30日(土)

14:00〜

図書館のお宝秘蔵展

会議室

場所:２階

会議室

伊藤まさ子 読み語り

会議室

場所:２階

展

示

・下諏訪Bookプロジェクト
おすすめ本紹介POP展
・紙芝居「つなひき」原画展
・下諏訪俳句会 作品展示

会議室

■ 問い合わせ
下諏訪町立図書館
☎27ー5555

新型コロナウイルスの感染状況等によって、イベントの内容は変更・中止になる場合があります。予めご了承ください。

体力づくり教室
「吹き矢式呼吸法」を身につけ健康増進！

男性も大歓迎！バランスのとれた身体に！

①スポーツウエルネス吹き矢教室

②ピラティス教室

●日

時

●日

●会
●講

場
師

●対 象
●定 員
● 参加費

10/９(土)、16(土)、23(土)
全３回 9:30〜11:30
下諏訪体育館 アリーナ
小平はる美先生
日本スポーツウエルネス吹き矢準師範
町内在住・在勤の小学4年生以上
30名
300円（保険料・マウスピース代）

●
●
●
●
●

時

会 場
講 師
対 象
定 員
参加費

西洋のヨガといわれるピ
ラティスは、体 幹 やイン
ナーマッスルを鍛えてバ
ランスのとれた体にする
ことを目的としているた
め、高齢者や体に不調の
ある人でも無理なく取り
組めるエクササイズです。

スポーツウエルネス吹き
矢は、５〜10 ｍはなれ
た円形の的をめがけ、息
を使って矢を放つスポー
ツで、子どもから大人ま
でゲーム感 覚で 気 軽に
楽しめます。

町民大学

11/6(土)、13(土)、20(土)
全３回 9:30〜11:00
下諏訪体育館 アリーナ
下諏訪町スポーツ推進委員
町内在住・在勤の小学4年生以上
30名
100円（保険料）

◆各教室の申し込み先
下諏訪体育館窓口
または、☎27ー1455
◆申し込み締め切り
①10月 3日(日)17:00
②10月31日(日)17:00
★当日は、運 動 ので きる服
装 で、上 履 き、マ ス ク、
タオル、飲み 物をご 持 参
ください。
★ピ ラ ティス 教 室 につ いて
は、マット、または、バス
タオルをご持参ください。
★お申し込 み後、教 室への
参加を辞 退される方につ
きましては、申 込 締 切 日
までにご連 絡いただけな
い場合、参加の有無にか
かわらず、保 険 料を頂 戴
致します。
★新 型コロナウイルス 感 染
拡 大の状 況により、内容
の 変 更、または 中止とな
る場合があります。

下諏訪を学ぶ⑤

演題
講
日
会

「地学的に見た『綿の湯伝説』」
おぐち

師：小口

とおる

徹 先生

（宿場街道資料館・諏訪湖博物館専門研究員）
時：10月31日(日) 午後１時30分〜午後３時00分
（受講料100円）
場：下諏訪総合文化センター 小ホール ※当日受付

下諏訪の方であればだれでもご存知の『綿の湯伝説』。ストーリーの細部にいくつかのパターン
がありますが、下社の女神さまが上社から下社へ向かう途中、綿に含んだ化粧水がぽたぽたと垂
れ、滴が落ちた場所に温泉が湧き、最後に綿を置いた場所が「綿の湯」だという大筋は共通して
います。
講座では、この伝説を地学的に読み解きます。
■ 問い合わせ 下諏訪町公民館 ☎28ー0002
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