瑞穂文化の第一拠点︑けやき館

どが︑けやき 館 をいっそ う 心 地
よい場所にしてくれています︒
けやき館には専門知識をもっ
た研究スタッフが常勤しており︑
瑞 穂 町の歴 史や文 化 ︑人々の暮
らしや 自 然 環 境に関 する 生 き
た知識を学ぶこともできます︒
作 品 の 展 示・発 表 や 体 験 事
業 な どの文 化 活 動の場 として
も 利 用いただけるように︑展 示
ギャラリーや体 験 学 習 室などの
施設の貸出も行っています︒

最新のプロジェクションマッ
ピングによって、瑞穂町域に
おける太古の地形から現在
に至るまでの変化を、
ダイナ
ミックに体験できます。

瑞 穂 町 郷 土 資 料 館・けやき
館は︑瑞 穂 町の歴 史や文 化 ︑自
然について︑楽しく学ぶことがで
き︑水・緑と観 光を繋 ぐ 回 廊 計
画﹁みずほきらめき 回 廊 ﹂の拠
点 施 設として︑瑞 穂 町でしか見
られない魅 力 を 発 信 す る 新 た
な資料館です︒
庭には︑瑞穂町の出来事を長
い歳 月 見 守ってきた樹 齢三百 年
以 上のケヤキの巨 木があり︑春
の新緑︑夏の樹陰︑秋の紅葉な

地形シアター

瑞穂に新しくできた郷土資料館

けやき館に
行って み よ う ！

バーズアイ瑞穂

瑞穂町周辺を高度約1,700ｍから撮影した、
縮
尺１/1,000の航空写真です。
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瑞穂の自然と生き物
多様な自然に恵まれた瑞穂町と、
その豊かさを代
表している狭山丘陵。
息づく自然や生き物をテーマご
とに紹介しています。武蔵野らしい雑木林エリアで
は、
一日の変化を光と音で演出しています。
耳を澄ませて、
雑木林の一日を体験
狭山丘陵の代表的な自然、
雑木林を館内につくっています。
注意深く耳を澄ませて、多様な生物が生息する雑木林の一日
を体験してください。

瑞穂の歴史と歩み
常設展示室では旧石器時代から現代までの歴
史が紹介されています。
また、多目的室では歴史講
演会などが行われ、体験学習室では織り染めなどの
体験ができます。

この町の文化を受け取り、伝えていく
地域の古民家を再現した
「瑞穂の民家」
の囲炉裏端では瑞
穂の昔話を定期的に聞く
「炉辺夜話」
を実施しています。

瑞穂の伝統工芸
「東京だるま」
と
「村山大島紬」
は瑞穂町の二大
伝統工芸。東京だるまコーナーでは、作り手によっ
て一つひとつ表情が異なる瑞穂ならではの、
だるま
を紹介しています。
また、村山大島紬コーナーでは、
その歴史や製作工程などを紹介しています。
伝統工芸はこんなに手間がかかっている
町内の数件で今も伝えている東京だるま作り。比べてみる
と、作り手によって製作工程も、
だるまの表情も違います。
また
村山大島紬コーナーでは高度な伝統技術を紹介しています。

ひと言感
想
童の
児
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常設展示の縄文時代のとこ
ろでは、縄 文 土 器のパズル
コーナーがあって、
とてもおもし
ろかったです。

「羽がま」
という道具を見まし
た。お米を炊いた時に、温かい空
気やお米のうまみがにげないよう
にフタがあるんだと分かりました。

もけいシアターを見たり、昔
の道 具を調べたりしました。
昔の人はすごくくふうをしてくら
していたんだなと思いました。

きものや高げたなどいろい
ろな道具があってびっくりしま
した。高げたは雨の日に使って
いたので、昔の人は頭を使っ
ているなあと思いました。

学芸員が、
「瑞穂のだるまは
鼻が高いんだよ。
」
と教えてくれ
ました。
初めて知って、
ちょっとお
もしろいなと思いました。

「羽がま」
という道具を見ま
した。
ごはんをたくために使っ
ていたことを初めて知りまし
た。

時は幕末、肝が太く力自慢で知られた石畑村
の銀蔵は、痩せた茶色い犬に噛まれ、
「こりゃ、オ
オカミじゃな」と直感しました。
そこで近所に住む
兄の金蔵と協力してオオカミを退治しました。
その後、
この家ではそのオオカミの顎の骨を守
り神として大切に保管していたため、大正期の
流行り疫病の時にも、家人は誰も罹患しなかった
と伝えられています。
オオカミの骨が「キツネ憑き」
に効くという迷信があり、多くの人が借りに来たそ
うです。
昭和４３年に早稲田大学の直良信夫教授が鑑
定した結果ニホンオオカミであることが判明しました。

Wolf legend in Mizuho
During the late Tokugawa (Edo) period a bold and proud man
called Ginzo in Ishihata was bitten by a thin, brown dog which he
thought "must be a wolf". With his elder brother, Kinzo, he went
and killed the wolf. At the time people believed that a wolf’s bone
stopped you from being possessed by unfriendly fox spirits, so he
kept the jaw-bone and gave the rest of the wolf ’s bones to those
who heard about the wolf and asked for one. In 1968, Professor
Nobuo Naora from Waseda University proved that the animal
was indeed a Japanese wolf.

年表

紀元前二〇〇〇〇年頃

紀元前一八〇〇〇年頃

狭山遺跡︵槍先形尖頭器・細石刃出土︶

紀元前一五〇〇〇年頃

松原遺跡︵尖頭器製作跡検出︶

紀元前三〇〇〇年頃

原始

狭山池が形成されたとされる

式土器・勝坂式土器出土︶

E

狭山遺跡

紀元前一〇〇年頃

︵住居跡・加曽利

四〇〇〜六〇〇年頃

狭山遺跡︵弥生時代中期頃の土器片出土︶

狭山遺跡︵大溝検出︶

延長五年︵九二七︶

﹃延喜式﹄﹁神名帳﹂成立
武蔵国多摩八座に
阿豆佐味天神社の名が記される

古代

語り継がれる

瑞穂のオオカミ伝説

瑞穂 のむかし

The history from the Stone Age to Tumulus Period.
The rolling Sayama Hills, which overlook Mizuho, are home to a
wide variety of animals including boar, deer, raccoons, squirrels
and birds of prey. In and around Asama valley, Rokudoyama,
Sayama Pond or Tonogaya, evidence of early human settlements
have been discovered. Arrowheads and earthenware vessels with
characteristic markings from the Jomon Era (9,000 years ago)
have been found. The area is dotted with ancient burial mounds
which are, as yet, only partially studied.

いつの時代も︑
この地の自然環境に応じて人々の営みが創られてきた
豊かさと厳しさが︑
喜びと悲しみが︑
幾重にも織られている︑
ふるさとの歴史

居 跡が確
認 さ れて
います︒
この 丘
陵 地 にお
いて 縄 文
人の暮 ら
し が 営々
と 続 いて
いた こ と
が分かり
ます ︒
続 いて
弥生時代があり︑そして古墳の時代
を迎 えます︒瑞 穂 町 域には古 墳と思
われる塚や円丘がいくつか点在してい
ますが︑玄室や副葬品が発見される
ことはなく︑その実情はよく分かって
いません︒上の写 真 は 狭 山 池の水 を
灌漑して利用した遺溝で古墳時代の
作といわれています︒
町内遺跡出土の土器の数々
（けやき館）

丘と湧水に育まれて

瑞 穂 町 を 見 守るように連なる狭 山
丘陵︒
一万数千年前︑起伏に富んだ地形
と豊かな森林は︑シカやイノシシなどの
大型動物︑タヌキやリスなどの小動物︑
猛禽類から小鳥まで︑さまざまな生物
が生 息していました︒そうした生 態 系
の豊 かさ を 証 明 す る
かのように︑浅間谷や
六道 山︑狭 山 池 周 辺
や殿ケ谷では︑石槍な
どのさ ま ざ ま な 石 器
が出土しています︒
次の縄文時代を象
徴する土器や黒曜石
の矢じりなどは六道
山遺跡︑浅間谷遺跡
で発見され狭山遺跡
からは縄 文 後 期の住

﹇石器時代から
古墳時代まで﹈

平成１３年に発掘された狭山遺
跡。水の乏しい地で暮らしていくた
めに、昔から、狭山池の水を灌漑し
て使っていた。

瑞穂町
郷土等 調査専門員

滝澤 福一

昭和２２年瑞穂町に生
まれる。教員として大半を
地元の小学校に勤め、学
校教育と青少年の健全
育成に尽くす。
平成２２年より嘱託員と
して同町の郷土資料館
に勤め、郷土文化・伝承
を研究する傍ら、来館者
への資料説明も担当して
いる。
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﹇狭山丘陵﹈

瑞 穂 町 域に住む人々へ︑昔も今も
水と自 然の恵みを供 給している狭 山
丘陵︒武蔵野台地にあるこの丘陵は︑
東西の長さ約 キロ︑南 北の幅は約
キロの紡 錘のよう な 形 をしていま
す︒起 伏はなだらかで険しい所は一カ
所もありませんが︑谷筋の切れ込み
は深く︑尾根と谷が入り組んだ独特
の景観をつくっています︒
瑞穂町は丘陵の西側を占め︑南側
には浅間︑狭山︑滝田などの谷津が
あ り ま す︒そこからは︑湧 水が流れ
出し︑残堀川となって多摩川に注いで
いま す︒谷 津には 狭いながら も 水 田
があり︑古 くから稲 作が行われてい
ました︒町 域の丘 陵の山 頂は山 桜や
ツツジの咲 き 誇る文 化の森・六道 山
公 園になっています︒その西方に標 高
一九四メート
ルの一等 三 角
点があ り ま
す︒
４

11

滝田谷津
第五小学校の裏には、滝田谷津の沢の水を集めた湿地
があり、
田植え体験の教材として利用されている。

（下）狭山池のほ
とりに弁財天を
祭る厳島神社と
日光街道から移
設された常夜燈

承久・文暦頃

正安二年︵一三〇〇︶

﹃八雲御抄﹄
に狭山池を詠んだ歌が収められる

延慶三年頃︵一三一〇︶

中世
瑞穂町最古の板碑が造られる︵円福寺所在︶

永禄七年︵一五六四︶

﹃夫木和歌集﹄
に狭山池を詠んだ歌が収められる

天正元年︵一五七三︶

﹁箱根賀崎﹂
の名が︑﹁清戸三番衆状﹂
に現れる

天正一〇年︵一五八二︶

村山土佐守︑円福寺開基と伝えられる

慶長十一年︵一六〇六︶

加藤丹後守が箱根ケ崎で討死したと伝えられる

寛永一〇年︵一六三三︶

青梅街道の石灰輸送が開始される

寛文八年︵一六六八︶

三代将軍家光より︑尾張家をはじめとする
御三家に御鷹場が与えられる

元禄六年︵一六九三︶

岸・殿ケ谷・石畑・箱根ケ崎の名が
検地帳に現れる

享保元年︵一七一六︶

五代将軍綱吉の生類憐みの令により︑
御鷹場が一時廃止される

享保一〇年代

八代将軍吉宗より︑
再び御鷹場が与えらえる

享保十一年︵一七二六︶

下師岡・長谷部・栗原の新田開発が始められる

享保二〇年︵一七三五︶

近世

水の助 水として利 用されることとな
り︑その時生まれた
﹁蛇喰次右衛門﹂
の武勇伝が語り伝えられています︒

（上）狭山池畔に
立つ、狭山池をう
たった和歌の碑

Hakonoike
In ancient times, the Kotama River used to flow over
what is now known as the Sayama Pond. The
underground water from the Ome area formed this
pond. The groundwater created an oasis for the
town’s people and the valley became rich and fertile.
In old writings it was said that it was wide and full of
water. In the Edo era people knew the pond to be a
place of breathtaking beauty in Musashino. During
the Kamakura period a collection of poems was
released, one of them (Fukishu) gave a description of
“Hakonoike Musashi Koku” telling that “ there is not
a person who does not watch the ice mirror of the
lake in the deep winter…..”
In Edo Period, this spring was used along with
Tamagawa Josui. JAKKUIJIEMON, a heroic story,
was based around this pond and has been handed
down from generation to generation since..

石畑村・岸村・殿ケ谷村と三ツ木村の間で
秣場争論が起きる︵他四件起きる︶

愛宕大権現を
長谷部・下師岡新田の
鎮守とする

︵ 明治維新の際に愛宕神社と改称︶

宝暦一〇年︵一七六〇︶

安永九年︵一七八〇︶

人馬継立の負担をめぐり︑箱根ケ崎村と
岸村・殿ケ谷村・石畑村の間で争論

寛政四年頃︵一七九二︶

高山彦九郎が箱根ケ崎村を通行する

加藤丹後守への信仰が深まり︑
加藤八幡宮の建立や常夜燈の奉納がなされる
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﹇筥の池﹈

住 民にとって︑憩いの場である狭
山 池は︑遠い昔の古 多 摩川の名 残で
あり︑青梅方面からの伏流水が湧き
出しているところです︒水量の豊富な
狭山池は︑古い時代の書物には
﹁筥の
池︵はこのいけ︶﹂または﹁箱の池﹂と
記されており︑武 蔵 野の美しい湖 水
風景として︑多くの人々に知られてい
ました︒
鎌倉期の書物には︑すでにはっきり
﹁筥の池 武蔵国﹂という記述が見ら
れ︑また鎌倉末期の歌書﹃夫木集﹄
に
は﹁冬 深み筥の池 辺を朝ゆけば氷の
鏡見ぬ人ぞなき﹂という︑冬の水辺の
凛とした情景が詠われています︒
江戸期になるとこの湧水を玉川上
Sayama Hills
Those people dwelling in the Mizuho area, both past
and present, have been fortunate to have the pure
waters of the Sayama hills as well. The hills are part
of the spindle shaped Musashino plateau, which
stretches east-west approximately 11km and north –
south around 4km. There are no sharp rises on the
plateau instead it has a gently rolling quality that
describes complicated patterns and gives the region a
unique natural beauty.
Mizuho is on the western side of the plateau whereas
Asama, Sayama, Takita and Obiki are in the south.
From there, spring water issues forht to become
Zanbori river which flows into the Tamagawa river.
Even though Tanitsu is a small area, it has been
growing rice since ancient times. The top of the hill
has become the public park, Rokudou Park where
cherry and azalea blossom in season. To the west of
it, there is the first order triangulation station, 194m
above sea level.

文化１２年（1815）に刊行された地誌『武蔵野話』に掲載された筥根ケ崎村の風景絵図に描かれた狭
山池（ハコノイケ）。
その周囲には「ハコノイケアト」
と記された、池の水の枯れた広大な芝地も描かれて
いる。
（有峰書店版『武蔵野話』
より転載）

﹇残堀川﹈

狭山池が「筥ノ池（ハコノイケ）」
と呼ばれていた江戸前期の頃。
あ
まりの暑さに水浴びしていた次右
衛門に蛇がからみつき、引き離そ
うとするとますます締めつけます。
剛毅な次右衛門が蛇に思いきり
噛みつくと、大蛇となって逃亡しま
す。池は蛇の血で真っ赤に染まっ
て枯れてしまい、やがて清冽な水
をたたえる小さな池となりました。
それが今日の狭山池です。

狭山池を源流として︑狭山丘陵南
側の水 を 集めて瑞 穂 町 内 を 流れてい
く 残 堀 川︒今や川 沿いに遊 歩 道 も 整
備され︑住民が散歩やウオーキングを
楽 しめる 気 持 ちのいい人 気コースに
なっています︒
昔︑残堀川の川筋には小さな分流
がいくつもあり︑広 く 武 蔵 野を潤し
ていましたが︑いったん洪 水になると
大 き な 被 害 を も たら す 暴 れ 川 だ と
﹃武蔵名勝図会﹄が伝えています︒承
応三年︵一六五四︶︑江戸の町に給水す
る玉川上水の建設に伴い︑残堀川を
通して狭山池と玉川上水をつなぎま
した︒そのため︑洪水で多摩川羽村の
取水門が壊れた時にも︑残堀川の水
が江戸の町を潤しました︒

蛇喰次右衛門

残堀川という名の由来は諸説あり
ます ︒
一般的にいわれているのは︑川の
水が一年中流れないで枯れて堀だけが
残ってしまうので残 堀川なのですが︑
町 域では血に染 まった大 蛇が狭 山 池
の東 方に逃 げてでき たのが 蛇 が 掘っ
た川・蛇堀川︵ジャボリ︶がなまって
残 堀 川になったという 次 衛 門 伝 説が
知られています︒

﹇阿豆佐味天神社﹈

瑞 穂 町で もっと も 由 緒 あ る 神 社
が︑殿ケ谷にある阿豆佐味天神社︒平
安期︵九二七︶に著された法令集﹃延
喜式﹄
の神名帳には︑すでに官社とし
ての阿 豆 佐 味 天 神 社の名 が あ り ま
す︒
また名帳には︑多摩郡に八座の式
内社が掲載されており︑その一社が阿
豆佐味天神社であり︑その格式の高
さがうかがわれます︒
江戸時代には幕府より朱印十二石
おおな
すくなひこなのみこと
を与えられ︑祭神は少彦名命・大己
むちのみこと
すさのおのみこと
貴命・素戔嗚命で三月四日が例祭と

『武蔵名勝図会』
に掲載された阿豆佐味天神社

The Zanbori River
The Zanbori River, whose source is the Sayama Pond, flows out of the Sayama Hills
and passes through Mizuho. The river promenade, as it runs through the town, is a
popular place for the townspeople and visitors to enjoy strolling along. The river itself
has several branches which supply the Musashino region. In 1654 the Sayama Pond and
Tamagawajosui were connected via the Zanbori River. The town of Edo was devastated
by flood waters which broke the head gate at Tamagawahane village.
The origin named the Zanbori River has various opinions. Generally, the Name of
Zanbori explains the character which sometimes this river dies due to draught
throughout the year. But one of the other opinions for the name origin can be found in
the story of Jieimon Densetsu. In this story, a bloodstained large snake gouged out of
the earth as it ran away to the east and this runaway road has become a river, Jabori. So,
some think Jabori has changed to Zanbori as time passed.
JAKKUIJIEMON
During the middle of the Edo era Sayama Pond was known as "Hakonoike". One very
hot day Jiemon went down to the pond to refresh himself in the water. Suddenly, a
snake wrapped itself around the man’s body, he tried mightily to get it off but the snake
just tightened its hold on Jiemon. Finally Jiemon bit into the flesh of the snake which,

as it struggled, began to grow into a huge serpent. As the two fought the pond changed
color, Hakonoike was dyed red with the blood of the snake and it dried up. Over time it
refilled with cool and clear water. It is today's Sayama pond.
AZUSAMITEN Shrine
AZUSAMITEN Shrine is a shrine in the Tonogaya. It is also known as the shrine with the
oldest history in Mizuho. This shrine must have been important as it is mentioned in the
Engishiki Law Collection in the Heian era. As the shrine was recognized in the ancient
text, it is not surprising that it is the main point of worship for the people in the region.
It is very possible that the worship of the deity AZUSAMINOAMATSUKAMI would
have predated the time it was first written about in the Engishiki Law Collection and it
may well have an unrecorded history that would place the origins of the shrine back to
the earlier Nara era, about 1400 years ago.
In a 1714 text, SHINMYOUCHOUKOUSHOU, it is stated that the shrine’s goddess
‘TOYOUKEHIMENOMIKOTO’ was one who would grant a good harvest, which is
unique amongst the shrines in the area.
In addition in the Tonogaya area, where AZUSAMITEN Shrine is, there are many
burial mounds which are believed to be where the most powerful families, who ruled in
the district, have been buried.

年表

慶応三年︵一八六七︶

慶応四年︵一八六八︶

四月︑御鷹場の廃止が通達される

明治六年︵一八七三︶

振武軍︑箱根ケ崎へ入り布陣︑滞在する

明治十一年︵一八七八︶

英国外交官アーネスト・サトウ︑
箱根ケ崎村を通行する︵明治十年︑十四年にも通行︶
狭山学校・石畑学校・殿ケ谷学校が開校する
高根学校・富士山学校・栗原学校・
二本木学校︵現瑞穂第三小学校︶
が開校する

明治十二年︵一八七九︶

狭山神社境内に狭山茶場之碑が建立される

明治二二年︵一八八九︶

長岡学校︵現瑞穂第二小学校︶
が開校する

箱根ケ崎村外三ケ村組合が結成される

西多摩郡各村︑
神奈川県から東京府へ編入される

明治二六年︵一八九三︶

明治三六年︵一九〇三︶

狭山尋常高等小学校と成立尋常小学校が
統合され︑武蔵野尋常高等小学校

︵現瑞穂第一小学校︶
が新築落成する
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なっています︒
アズサミの名 称の紀 源 も 不 明とさ
れていますが︑古代にミネバリ︵古名
梓︶
の木で作った弓︵梓弓︶を鳴らして
神降しを行い︑占いや口寄をしたとい
う伝えもあります︒
また神社の西に社家があり︑かつて
は狭山丘陵神域の湧水を満した池が
あずみ
あり︑その周辺の地を安住と呼んだ
そうです︒
また 殿ケ 谷一帯には古 墳や塚の跡
があることから︑おそらく 古 代から
有 力な豪 族がこの地 を 統 治していた
のでしょう︒

歴史の節目に生きた人物

中世期の武士は︑荘園を母体にして

全国で誕生しました︒
とりわけ武蔵の

福正寺山にある
村山土佐守の墓

土佐守が体尊を修
理再興したと伝え
られる福正寺観音
堂（町指定有形文
化財）

大正五年︵一九一六︶

大正六年︵一九一七︶

石畑村の戸数の約半分に電燈が入る

大正十二年︵一九二三︶

近現代
二本木村に電燈が入る

関東大震災で箱根ケ崎橋場にあった常夜燈

昭和六年︵一九三一︶

︵慶応元年建造︶
が倒壊する

八王子〜東飯能間に八高線が開通する

︵昭和九年に全線開通︶

昭和九年︵一九三四︶

昭和一五年︵一九四〇︶

多麻史談会が狭山箱根ケ崎村方面
見学のため来村する

昭和一九年︵一九四四︶

瑞穂町および福生市にまたがる土地に
多摩飛行場が開設される
箱根ケ崎村・石畑村・殿ケ谷村・長岡村
を廃して町制が施行される

昭和二〇年︵一九四五︶

八月四日︑品川区城南第二国民学校の
五・六年生一五九名が︑帝都学童集団疎開の
第一陣として来町する
石畑に松根油搾油所が設置される

菎麻の緊急生産が割り当てられる占領軍に

多摩飛行場が接収され︑
横田基地となる
昭和二二年︵一九四七︶

昭和三一年︵一九五六︶

瑞穂中学校が開校する

昭和三三年︵一九五八︶

横田基地拡張用地提供に調印する

昭和三五年︵一九六〇︶

埼玉県入間郡元狭山村の一部が
瑞穂町と合併する

都営住宅の建設が開始される
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国においては︑﹁武蔵七党﹂と呼ばれる

強力な武士集団がありました︒武蔵七

党の一つ︑村山党が狭山丘陵の南麓に住

み︑
一帯を治めていたらしいといわれてい

ます︒
その始祖が村山貫主頼任で︑平

将門とも姻戚関係にあった平忠常の孫

にあたるともいわれています︒

殿ケ谷には︑その館があったといわれて

るがはっきりしたことは分かっていません︒

瑞穂町民に広く知られている村山土

佐守は村山党の末裔といわれ︑阿豆佐

味天神社の棟札︑福正寺や円福寺にそ

の記録が見られます︒
福正寺の古い寺暦

には﹁村山土佐守という信心堅固の武

士が天正十五年に観世音菩薩を再興し

た﹂といった記

述があり︑ま

た 同 寺 には一

族の墓もあり

ま す︒と こ ろ

が村山土佐

守の位牌は円

福 寺 に あ り︑

勇 猛 な一方 で

信心深い土佐

守の人柄が現

れている かの

ようです︒

Murayama Tosanokami
Samurai came into being during the Middle Ages, as part of feudal lords’ households. In the
Musashi region (today this would be the Tokyo Metropolis, most of Saitama Prefecture and part of
Kanagawa Prefecture) there was a strong samurai clan called the Musashi Shichitou, or the Musashi
Seven Parties. One of them, the Murayama Party, ruled the Sayama hills and the Mizuho area. The
founder of this party was Murayama Kanju Yoritou, he was one of the grandchildren of
Taira-no-Tadatsune who was himself related to Taira-no-Masakado, (a famous samurai who led a
failed rebellion against the central government in 939-40). Yoritou was also closely related to the
rulers of the Noyo Party which ruled Eastern Saitama.
Some people believe there was their manor house in Tonogaya, but no one knows for certain.
Murayama Tosanokami is widely known in Mizuho, he is said to be a direct descendant of the
leaders of the Murayama party. His name is often seen in the AZUSAMITEN shrine on billboards
at renovation times, and can be found also in the temple records of both FUKUSHO temple and
ENPUKU temple.
In the history of the FUKUSHO temple it is written that a very religious samurai named Murayama
Tosanokami had reconstructed KANZEONBOSATSU in 1587. Also his family’s graveyard is
within this temple grounds. Murayama Tosokami’s memorial tablet though is in the grounds of
ENPUKU temple. These points show that Tosakami was both a faithful as well as a religious man.

﹇村山土佐守﹈

阿豆佐味天神社と狛犬

丹後守の墓は、現在は加藤八幡宮境内に祀られている。

Kato Tangonokami
Kato Tangonokami was a vassel to Takeda Shingen and he protected the fort of
Koshu Uenohara close to Musashi Koku. In 1582, Kato had to flee to Musashi
Koku when the Takeda family were exterminated and his family were killed in
Hakonegasaki. On the place where they died a mound was made and Kato
Hachiman Shrine was built around it. The fear of an unnatural death, like that
which occurred to the Kato clan, became the basis of the religion at this shrine.
The people of Hakonegasaki support this simple faith still.
The main hall of this shrine has a motto written, “Sedation” which was the will
of Kato Tangomori, this was placed there in 1792 the same time as his statue
was raised in ENPUKU temple and his gravestone. A simple prayer to avoid
curses or to quiet a soul has turn into wishes of avoiding bad luck and bring in
good luck. To change into a hopeful faith the guardian spirit of Kato Shrine is
one which protects children from plagues and illnesses.

ます︒
社殿に掲げられている﹁鎮静﹂と書
かれた扁額は︑まさしく加藤丹後守
の願いを表しているもので︑製作年代
は墓碑の建立や円福寺にある彫像と
同じ寛政四年︵一七九二︶︒魂を鎮め︑
祟 り を 封 じよ う という 素 朴 な 祈 り
は︑次第に除災受福の信仰へと変わっ
ていきました︒明 治になって加 藤八幡
宮は加藤神社となり︑子どもの
﹁くち
めきかぜ︵百日咳︶﹂や悪疫防除の守
り神となりました︒

源義家と狭山神社
狭山神社の創建年代は不明ですが、主祭神である
伊邪那岐尊をはじめ、木花咲耶姫命や大山祗命など
七神が祀られている古社。
永承年間（1046〜1053）、源義
家は奥州征伐の途上、筥の池に滞
在し、その折に見た霊夢によって箱
根大神を狭山神社に勧請したと伝
えられています。
また木花咲耶姫命
や大山祗命が祀られているのは、
源頼朝による関東五百社勧進によ
るもので、激動の歴史が今はそれ
ぞれ静かに刻まれています。

﹇加藤丹後守﹈

武田信玄の家臣として︑武蔵国に
近い甲州上野原の砦を守っていたのが
加藤丹後守︒
加藤氏は天正十年︵一五
八二︶
︑武田家滅亡に伴って武蔵国ま
で敗走して来て︑箱根ケ崎で一族は滅
亡します︒
この丹後守一族が葬られた
場所に加藤塚が建てられ︑その霊を
祀っているのが加藤八幡宮︵社︶です︒
御利益信仰だけではなく︑非業の死
を 遂 げた加 藤一族に対 する畏 怖の念
が信仰の基となって︑現在でも箱根ケ
崎の人々の素 朴な信 仰 心 を 支 えてい
『武蔵名勝図会』
に掲載された加藤丹後守景忠の墳墓の風景。
田んぼの中の塚は、直径約１１メートルで、上には槻（つき）
の大樹が茂っていた。慶反社版『武蔵名勝図会』
より転載

Minamoto-no-Yoshiie and Sayama Shrine
Sayama Shrine (constraction date unknown) is an old shrine worshipping IZANAGINOMIKOTO as the main enshrined deity as well as 6 other gods, including KONOHANASAKUYAHIMENOMIKOTO and OOYAMATSUMINOMIKOTO.
It is said that while Minamoto-no-Yoshiie stayed at the “Hakonoike”,on the way to the Oushu
conquest during Eisho Era (1046~1053), he had a revelation which convinced him to transfer
the Hakone OOKAMI to Sayama Shrine. In addition, KONOHANASAKUYAHIMENOMIKOTO and OOYAMATSUMINOMIKOTO had begun to be worshipped due to KANTOU-GOHYAKUSHAKANJIN, a temple solicitation book, by Minamoto-no-Yoritomo. The
history of this turbulent period is seen quietly now here.

年表

昭和三六年︵一九六一︶

昭和三八年︵一九六三︶

役場新庁舎が開庁する

昭和四〇年︵一九六五︶

上水道の給水が開始される

昭和四三年︵一九六八︶

町章が制定される

瑞穂第四小学校が開校する
瑞穂第三小学校の一室に瑞穂町
郷土資料室が開室する
町史編纂事業が始まる

昭和四五年︵一九七〇︶

昭和四八年︵一九七三︶

町制三〇周年記念式典が行われる

昭和四九年︵一九七四︶

二万人目の町民が誕生する

昭和五一年︵一九七六︶

瑞穂町歌・音頭が制定される

昭和五二年︵一九七七︶

瑞穂第二中学校が開校する

昭和五三年︵一九七八︶

瑞穂町郷土資料館が開館する

昭和五八年︵一九八三︶

町の花・木・鳥が決定する
瑞穂第五小学校が開校する

昭和六一年︵一九八六︶

文化の森﹁六道山公園﹂が開園する

平成元年︵一九八九︶

狭山池公園が開園する

三万人目の町民が誕生する
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人が行き交い︑
町ができる
明治十四年︑
三度目の

来訪でサトウは︑御嶽菅

笠 が 紹 介 している老 舗

旅 籠 嶋 屋に投 宿してお

り︑副業であった養蚕の

ために一番良い部屋が使

われていることを興味深

く 伝 えていま す︒ま た︑

この嶋屋では︑外国人だ

ということで 宿 賃 を 七

十銭も請求され︑それは

不 当だと交 渉して通 常

の二十四銭で泊まったこ

となど︑日本通ならでは

のおもしろいエピソード

も伝えています︒

Hakonegasaki
Since the Middle Ages there have been several roads of
military importance through Hakonegasaki which ran
through to Kamakura. Several hundred years later, these
became the Ome-Kaido road and the Nikko-Kaido road
which were built on the order of the Edo Shogunate.
Hakonegasaki, being at the junction of these two main
thoroughfares, greatly developed as a postal town. In
1834 the Mitakesugegasa guidebook introduced
Hakonegasaki with a detailed explanation and a picture
(see insert above).
Some faithful people from the Edo region, who wanted
to visit Mt.Otake or Mt.Mitake in Okutama, (which is
known for its religious mountains), would travel via
Naito Shinjuku (modern day Shinjuku-ku) and stay at
Hokonegasaki. Also others who wanted to visit Nikko
would use these roads. In the Mitakesugegasa
guidebook, it was written down how busy and bustling
the town of Hakonegasaki was.
It is perhaps the diary of the British diplomat, Ernest
Satow, that captures the daily life of Hakonegasaki in
the early Meiji Era best. From 1873 to 1881 he visited
Hakonegasaki three times and on each occasion wrote
down his impressions of the town. On his third and last
visit, in 1881 he stayed in a hotel called Hatoya that had
been introduced in MITAKE SUGEGASA, a
guidebook of the time. In his diary he wrote that the best
room in the hotel was being used for sericulture (the
raising of silkworm) which the hotel owner was doing
as a side business. Because he was a foreigner the hotel
tried to charge him 70 Sen for his room, (an outrageous
sum of money at the time) but he negotiated them down
to the normal rate of just 24 sen. There are many other
unique episodes in the pages of his diary that could only
have been written by someone who had a deep
understanding and insight of Japan and of Japanese
culture.

前掲『武蔵野話』
に描かれた箱根崎宿の風景

平成二年︵一九九〇︶

平成四年︵一九九二︶

瑞穂ビューパーク・スカイホールが完成する

近現代

町制施行五〇周年記念式典が行われる

平成六年︵一九九四︶

西部土地区画整理事業が完成する

平成八年︵一九九六︶

国道一六号瑞穂バイパスが全線開通する

八高線八王子〜高麗川間が電化開業する

JR

みずほ十景が決定する

平成十三年︵二〇〇一︶

平成一五年︵二〇〇三︶

社会教育施設﹁耕心館﹂が開館する

平成一七年︵二〇〇五︶

箱根ケ崎時計台が復元される

平成一八年︵二〇〇六︶

箱根ケ崎駅舎および東西自由通路が落成する

平成二〇年︵二〇〇八︶

米国モーガンヒル市との姉妹都市締結

平成二二年︵二〇一〇︶

残堀川の整備が完成する

平成二四年︵二〇一二︶

町制施行七〇周年式典が行われる

平成二五年︵二〇一三︶

水・緑と観光を繋ぐ回廊計画が制定される

平成二六年︵二〇一四︶

スポーツ祭東京二〇一三の
男子少年ソフトボールの会場となる
天皇皇后両陛下行幸啓

新郷土資料館﹁けやき館﹂が開館する
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﹇箱根ケ崎宿﹈

中世期から︑当地の郷士たちが鎌倉へ
はせ参じるための軍用道路が︑幾筋も
通っていた 箱 根ケ 崎︒それから 数 百 年
後︑江戸幕府によって青梅街道や日光街
道が整備されると︑両街道が交差する
宿駅として箱根ケ崎は大きく発展しま
した︒
天保五年︵一八三四︶発刊の旅行案
内﹃御嶽菅笠﹄には︑箱根ケ崎宿の様子
が絵図と共に詳しく紹介されています︒
信仰の山である大嶽山や御嶽山へ行
く講中の人々は︑江戸市中から内藤新
宿︵新宿区︶
や田無を経て箱根ケ崎にも
投宿しました︒
また日光東照宮の警備
をするために八王子の千人同心が往復
したり︑日 光 詣の旅 人 も 数 多 く 往 来
し︑御嶽菅笠にはそのにぎわいが次のよ
うに記されています︒
﹁はや日光の道中
と 詣の人の数 多 く 箱 根ケ 崎の驛
︵むまつぎ︶を せきたつ関屋 大嶌や
︵嶋屋︶ 宿をよぎりて 行くみちの
馬手に野廣きしば原は 狭山の池とて
云々﹂
︒
こうしてみると︑関屋や嶋屋に
代表される旅籠の繁盛ぶりや︑道行く
人々の表情まで思い浮かびます︒
明治初期の箱根ケ崎宿の日常は︑英
国外交官だったアーネスト・サトウの日
記によって伝えられています︒
サトウは︑
明 治六年の旅から三度にわたって箱 根
ケ崎村を通過しており︑宿場の情景を

著しています︒

アーネスト・サトウ肖像
（横浜開港資料館所蔵）

