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4 月 11 日にぐるーぷ倶楽志の総会を実施する

と共に、イベント「鎌倉街道を歩く＆北條まつり」

を開催しました。 

イベントでは「いざ鎌倉！！」タイムスリップ

しながら昔の街道を訪ね歩きました。鎌倉街道に

は中道（なかつみち）、下道（しもつみち）もあ

りますが、今回は上道（かみつみち）にこだわり、

そしてその日が丁度、鉢形城跡（寄居）で執り行

われる「北條まつり」。武将になった気分で参加

しました。 

 

～バスで最初に訪れた毛呂町の歴史資料館～ 

＝バスの車窓より鎌倉街道跡を見ながら＝ 

前回より飯能の女

丈夫「田中かくこと日

本の女医第一号荻野

吟子」を追って、二人

の恩師（井上頼圀）に

影響を与えた幕末維

新史の中で欠かすこ

との出来ない埼玉毛

呂山町出身の尊王攘

夷の志士：権田直助

（１８０９～１８８

７）皇国古医道を研究

する医者の生き様を

探ってみました。どう

して尊王攘夷に走ったのか・・・・。今の大河ド

ラマ「竜馬伝」と照らし合わせてみるととても興

味深いです。 

     －・－・－・－ 

なお、日本最初の女医として知られる熊谷の荻

野吟子と女性実業家飯能の女丈夫田中かく子の

二人を取り巻く相関図については３頁をご覧下

さい。 

～埼玉県立嵐山史跡の博物館 菅谷館～ 

鎌倉幕府の武将：畠山重忠の館跡。武蔵二俣川

の合戦の際、畠山重忠はここから出発したと鎌倉

幕府の記録である『吾妻鏡』に書かれている。合

戦の際かの有名なひよどり越え（自分の愛馬がこ

んなところで怪我をさせてはかわいそうと自分

の愛馬を担いで崖を登った）を行ったという怪力

でもありましたが、北條氏の陰謀で鎌倉におびき

出され、横浜の二俣川で最期を遂げる。 

 

～鎌倉街道～ 

その後、鎌倉幕府滅亡の時、群馬の武将：新田

義貞が鎌倉攻めへと行ったという街道跡が菅谷

館の横にありました。 

～小川町 忠七めし～ 

江戸時代後期幕臣小野朝右衛門の領地でした。

その子鉄太郎は、槍術の師である山岡静山の養子

となったが、父の領地にたびたび訪れていた。す

なわち山岡鉄舟（明治になり天皇の侍従となり子

爵を授す）は好んで食べた場所。へやもそのまま

残されており、特別に案内され、素朴な忠七めし

を味わう気分は最高でした。山岡鉄舟の筆跡が飯

能の寺などあちこちに残されております。 

～鉢形城＆北條まつり～ 

埼玉県寄居町にある鉢形城は、戦国時代：豊臣

秀吉の全国制覇

に最後まで抵抗

した小田原の北

條氏（北條氏邦）

の配下であった。

小田原征伐の際、

前田利家、上杉景

勝＜謙信＞率い

る豊臣軍と鉢形城に篭城する北條勢の戦いが現

在でも受け継がれ、毎年 4 月に行われます。こ

れからも人物史、歴史などを掘り起こし、町づく

りの一環となればと思っております。 

◇◇ 

 

 

 権田直助には四つの顔がある。医者であり、勤

皇志士であり、国語学者であり、また神官でもあ

った。権田直助が飯能の人とどう関わったかをエ

ピソードを交えて簡単に述べてみたい。 

 権田直助は文化六年一月十三日(1809.2,26)に、

 第８号 ぐるーぷ「倶楽志」in飯能 
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総会、鎌倉街道を歩く 

―いざ鎌倉！！― 

権田直助と飯能の人々／本橋良浩 
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図書紹介： 

浅見徳男著 

『明治の女丈夫 田中かく子の生涯』 

頒価：2,000 円 

申込先：〒175-0082 板橋区高島平 5-34-9 

    オフィス恒春（代表：本橋良浩） 

TEL/FAX：03-3979-3691 

 

武蔵国入間郡毛呂本郷に生れた。祖父休玄、父直

教（嘉七）は村医師であった。が、文化十三年直

助六歳の時、祖父が亡くなり、文政八年直助十七

歳の時に父を亡くす。文政十年に結婚、また江戸

に上り幕府の医官・野間広春院に漢方医学を学び、

安積艮斎に儒学を学ぶ。天保一年(1860)22 歳に

帰って医を開業した。この頃から日本の古来の和

方医学を志し、『大同類聚方』の解読に酒列磯前

神社に祈願した。漢方医学や西洋医学より和法

（本草医学）が優れていると主張した。権田直助

の伝記を読んでいたら、薬草「ゲンノショウコ」

と名付けるのも権田直助と書かれていた。ゲンノ

ショウコの名が普及し始めるのは幕末の頃とさ

れているのでそうかもしれない。 

 天保十年、平田篤胤に入門、高弟として平田学

派に知れわたる。井上頼圀も平田鉄胤の紹介で権

田直助に入門する。井上頼圀は紹介者となって飯

能の人を権田直助に入門させている。例えば慶応

三年に堤貞造（治助の息。現八幡町）明治二年に

岡部道太郎（三五郎の息。原市場）らが門人にな

った。 

 嘉永一年に権田の医学書が京都の典薬頭・錦小

路頼易卿に激賞される。しかし権田直助は「から

だを治すより先に国の病を治す時だ」と京都の勤

皇志士と交流する。京都の平田学派の重鎮・矢野

玄道らに影響を与え、「関東に権田がいる」と知

れ渡る。ちなみに現在、入手困難の権田直助の医

学書は、東の井上頼圀の神習文庫と西の矢野玄道

文庫が多く蔵している。 

 明治になって大学博士になるも国事犯の嫌疑

で前田藩邸に幽閉される間、万葉や伊勢物語など

の古典を研鑽し、国文法を確立する。権田直助の

門人などによって引き継がれていく。昭和の国学

の大家・山田孝雄も『国語学史』で「権田直助の

説は…空前の大研究を施してわが国語学の進歩

に一つの貢献をなしている」と激賞している。 

 権田直助の門人・崇拝者の飯能人たちを紹介し

よう。まず医者では早川舟平・早川精一郎父子。 

早川舟平は権田直助が最も信頼を寄せた名医。権

田直助は若き頃、野間広春院に漢方医学を学びつ

つも吉益東洞の説に関心を寄せた。吉益家門人に

は飯能では双木玄珉や早川舟平がいた。早川舟平

は吉益東洞と交流があった甲斐の名医・磯野弘道

の医方を修得していた。ちなみに八王子の名医・

関根嘉門も磯野弘道に医学を習う。嘉門の息は権

田直助の門人になっている。嘉永四年権田直助の

長女毛登（もと）が早川舟平に嫁いでいる。権田

直助が京都から早川舟平へ送った手紙や早川舟

平らが阿夫利神社の権田直助に宛てた手記など

残されている。早川舟平の墓碑（能仁寺）は権田

直助筆である。息・早川精一郎は若くして権田直

助門に入る『古医道治則略注』（明治三年刊参照）、

のち秩父郡医師会会長を務め、飯能第一小学校の

初代校長として有名。 

 勤皇志士では小川松園・香魚父子。権田直助は

小川松園碑を天覧山の中腹に建て追悼文を誌す。

小川松園は国粋派儒学者の日尾荊山に学ぶ。娘・

歌人の日尾直子も権田直助と交流している。長男

小川香魚は権田直助門人、浪士隊監察、慶応三年

川越在岸村で打死する。明治 14 年に井上頼圀も

事跡調査している。 

 神官は小能志摩・堤貞造ら多数。権田直助は明

治六年に相模の阿夫利神社祇官、長子年助も三河

一ノ宮砥鹿神社祇官するも翌年惜しくも三十九

歳で没。権田直助は神道の賛美歌を作り音楽面か

らも民衆教化している。『神教歌譜』（明治 14 年

刊）。小能志摩は加能神社神官。県社廣瀬神社（狭

山）を高麗大記ともに兼務。明治の女丈夫といわ

れた田中かく子は小能志摩の教え子として有名

である。井上頼圀が紹介者になって権田直助の門

人になった堤貞造（学海）は大阪一ノ宮住吉神社

に祇官している。 

 なお、飯能にある井上頼圀撰文による碑、医者

で松花流書の達人であった吉田洞庵碑や秩父御

嶽神社の中腹にある東郷平八郎祈念公園碑につ

いては、いずれ『井上頼圀と飯能の人々』で詳し

く述べたい。 

◇◇ 
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小川松園・小川香魚｛親子｝ 

権田直助、早川舟平良と交流し尊王攘夷の思

想に共鳴。飯能の天覧山の中腹に石碑がひっそ

りと建っている。由来など見るとこの碑が明治

維新とかかわりのあることがわかる。 

権田直助｛埼玉毛呂本郷の医者｝ 

日本の皇朝医道（日本に古くからある医道）を

学ぶため国学者：平田篤胤（本居宣長の思想を受

け継ぐ）の門をたたく。その思想が尊王攘夷の基

になり、倒幕後の明治維新の原動力となる。｛人の

病は小さく国の病は大なり。吾その小さきを後に

して、大なるを先にせん｝時の政情を憂えていた。 

小能志摩 

｛加納神社の神官｝ 

飯能の塾。市民会

館の横の諏訪神社

の境内に跡あり。 

早川舟平 

早川精一郎 

｛飯能の漢方医｝ 

権田直助の娘婿 

飯能の能仁寺のお

墓に建っている石

碑には権田直助の

直筆文残されてい

る。 

井上頼圀 ｛国学者(権田直助の門人)｝ 

飯能の幕末にもっとも影響を及ぼした人物とい

えるほど飯能の各地に足跡が残っている。吾野の東

郷神社などにも資料がたくさん残っている。立ち寄

った苅生の町医者の吉田洞庵氏の石碑にも直筆の

文章が刻まれている。板橋にて私塾「神習熟」を開

く。そこに、日本で最初に女医の資格を得た妻沼；

荻野吟子そして生涯のの友である飯能出身の田中

かく子との出会いがあり、歴史が創られた。 

田中かく子 

当時、田中屋という旅

館を営んでいた。そこに

井上頼圀が出張講義にき

てここが定宿。その縁で

井上の私塾『神習塾』へ

入門。吾野の東郷元帥が

奉られている東郷神社を

訪ね、寄付をしている。

その手紙も残っている。 

荻野吟子 

妻沼の寺子屋「行余

書院」に入り、学問習

得。その後秩父出身の

教育家松本万年・荻江

の教育を受け、後に『神

習塾』へ。二人の親交

の深さが読み取れる手

紙文章などたくさん残

っている。 

激動の明治初期に『女性教師」という自立から始まりました。その学問を学

ぶ背景になった人間模様を図で示すと良く理解できます。 

相関図：飯能の幕末にもっとも影響を及ぼした人々 
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名栗温泉『大松閣』にて今年もお月見の会を催

しましたが、あいにくの曇り空でお月様を見るこ

とが出来ませんでした。しかし続けることに意義

ありで、皆様に暗黙の了解をしていただきました。

森和夫氏の講演とフラメンコギター演奏会の模

様を以下にご報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「名栗の奥の方に正覚寺というお寺があるのを

ご存知でしょうか。そこの大きな広場に車を止め

て、その下の川で、こんな所で鮎がいるのかなと

思える所で大きな鮎を何回か釣りました。お寺に

車を止めて、その下で殺生するようでは極楽に行

けないぞと言われたんですが、その祟りか今日は

雨になってしまいました。（笑い） 

 そのせいではないと思いますが、折角十五夜の

お月見をあてになさっていた方々には残念な雨

日和でございます。こういう雨の日は河太郎、カ

ッパが出るような雨模様の夜なので「河太郎」と

いう小唄を一節お聞かせさせていただきたいと

思っております。……」と森 和夫氏は艶のある

声でユーモアを交えて語り始められた。鮎釣りは

おろか魚釣りさえ縁のない人にも、香ばしい鮎が

目に浮かぶほど魅了させる語り口である。森氏の

人柄が声に伝わり、聴衆の心をなごませます。 

 続いて鮎語りは、鮎がどうして魚扁に占うと書

くのかとか、またの名を年魚や細鱗魚や香魚と言

われる由来が語られ、ぐいぐいと鮎の世界へ聴衆

の心を巧に釣あげていく。香魚と聞いて私は飯能

の産んだ幕末維新に純粋に熱く生き散った若き

人物・小川香魚のことが頭をかすめた。 

 講演の短さが惜しまれるほどであったが、釣の

思い出として竹野川をかたる、その一節に、 

「…夜に外へ出てみたら、町のまずれにあった旅

館は、辺りが一面田んぼで、ホタルが光っていま

した。遠くに祭囃子の太鼓の音が聞こえました。

そこで女房から教わりました小唄<河太郎>を思

い出しました。 

 

 すすきぃ かぁつーいぃたぁ 

 かわぁたろぉ～ぉ 

 かぼちゃばたけを～ぉ ぶらぶらぁとぉ 

 さけかぁだんこかぁ いいーきげん～ん～ん 

 ようすいぃぼりの うすどろをぉ 

 きそう あまげのぉさよーふけてぇ 

 つきにとうねの むらーばぁやしいぃ 」 

 

 小唄に聞きほれていると私の脳裏に森氏が鮎

釣りをしながら口ずさむ情景を浮んできて、味わ

い深い。活字では再現できない生声の「隅田川・

上げ汐」も紹介できないのは残念でなりません。 

 森氏の語りに聴衆が感動を覚えるのも、きっと

氏の鮎にたいする愛情の深さからにじみ出てく

る人生の満足感と充実感を聴衆も味わっている

から共感を覚えほっとさせるのだろう。 

 今回の素晴らしい講演に参加できなかった人

たちも、氏の鮎師小説集『哀優』をお読みいただ

ければ、私の感想も納得していただけることと思

う。活字が読むのが苦手の方もこの本の奥付に掲

載されている氏の釣すがた写真を眺めるだけで

も、「鮎は一年で生を了えるという哀しさを内に

秘めた魚です。鮎の姿の優しさは一年しか生きら

れないためではないかと思う。」という著者の鮎

から哀優へと昇華する思いは伝わってきます。飯

能の自然環境を守るためにもこの一冊を推薦し

ます。眺めるだけでも心が洗われる、いつも手元

に置きたい本です。交游社刊。 

◇◇ 

 

仲秋の名月の宴 

講演「あゆ（鮎・哀優）語り」／本橋良浩 
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 飯能出身の北田浩一氏＆松本伸氏によるフラ

メンコギターーソロ（スペイン本場仕込）・ルン

バフラメンカに皆酔いしれました。生で聴くギタ

ーはなんとも哀愁をおび、皆の心をとりこにして

いました。 

◇◇ 

 

 

 

 

 

 

6 月 6 日、飯能市エコツーリズムと共催で「モ

リアオガエルの産卵を観るツアー」を開催しまし

た。 

 飯能の里山では、人とカエルが共存しています。

モリアオガエルの産卵を通じて、今後の生息環境

の保全についても考えさせてくれます。いまだ水

道も通っていません。山からの水をろ過して生活

の一部として使っている地区「黒指、細田」そこ

には人間の工夫（蛇から守る対策）そして動物の

知恵など我々にも自然の大切さをそして、いかに

われわれが物を無駄にしているかを知らされま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほら、そこ、枝と枝の間。」 

「え、どこ。私には見えないけど、どこなの。」 

「この枝の１メートル先の右側、枝と枝の間。」 

「あ、分かった、分かった。」 

「こんなに大きいの、私はもっと小さいのかと思

っていたので、見つけられなかった。」 

 

 ツアー当日の朝６時までかけて産んだ貴重な

「モリアオガエルの卵」ツアー参加者の第一声で

ある。そして、ほとんどの参加者がカメラに収め

ている。ツアー実施日の朝に産卵してくれるなん

て、なんて偉いカエルなのか。今回のツアーの成

功を確信した一瞬だ。 

 飯能市の数あるエコツアーの中で、自然の動物

（両生類）を対象にしたものは、このツアーが初

めてである。そして、このモリアオガエルは飯能

市が指定する唯一の動物の文化財でもある。 

 私たちが生活をする地、飯能市大字上直竹上分、

通称「黒指・細田地区」、飯能駅から車で 25 分

フラメンコギターの演奏 

人とカエルが共存！！不思議 
－飯能市エコツーリズムに協力－ 

モリアオガエルの産卵を観るエコツアー

を実施して／清水潤次 
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ほどでありながら国立公園並みの自然が現在も

残っている。例えば、ニホンカモシカ、日本シカ、

テンなど、鳥類も季節ごと多くの種が姿を見せる。

谷沿いの小川では秋、ヤマメの自然産卵を見るこ

ともできる。 

 このように多くの貴重な動物がいる中のひと

つがモリアオガエルであり、そしてこのカエルが

一番人間（地区住民）と共生している。それは産

卵の条件として、流水でない水辺（池や水たまり）

が必要で、近年この条件の満たす場所として民家

の庭の池だけとなっている。池の持ち主も産卵期

はカエルに大変な気使いをしている。水の管理や

カエルの敵である蛇やカラスなどに注意を払い、

卵がかえりオタマジャクシが樹上から水中にお

ちる際、池の鯉や金魚に食べられないよう囲いを

作って守っているなどである。 

 今回ツアー実施に当たり、事前にカエルが来る

家にツアー内容等説明し協力をお願いしたとこ

ろ快く受けていただいたうえ、ツアー当日卵を見

ることができるか、カエルの姿を見ることができ

るかなどと大変な心配をしていただいた。結果。

朝 6 時までに立派に卵産んでくれたし、当初か

ら諦めていたカエルそのものの姿も見せてくれ

た。このことは普段いかにカエルと共生（コミニ

ケーション）しているかを見せてくれたと思って

いる。 

 今回エコツアーは地元の文化財を活用し、地域

の活性化につながるようツアーの主催者である

ぐるーぷ「倶楽志」in 飯能の皆さんとよく相談

してツアー内容を決めさせてもらった。そして、

都内や県南地域の遠路を不便な定期バスを利用

してくださった参加者にお礼を申し上げるとと

もに感謝でいっぱいである。 

 今後も、地域資源を活かしてエコツアーを実施

し、飯能に「黒指・細田地区」という小さいけど

元気で生き生きしている山間集落があることを

発信していきたい。 

◇◇ 

 

 

 

 

 

2 月 5 日～7 日 With you さいたま 

 平成２２年２月５日(金)～７日（日）、埼玉県

男女共同参画推進センターで開催されたｗｉｔ

ｈ ｙｏｕさいたまフェステバルに、展示・プロ

グラム「現代の寺子屋へようこそ！！」と題して

参画し、実行委員として活動しました。 

 私たちは、飯能の明治の女丈夫：田中かくと日

本の女医第一号：荻野吟子の関係、人間模様＜二

人の先生：井上 頼圀＞など歩き回って聞き込ん

だ実話など盛り込んで発表しました。 

 埼玉県の偉人荻野吟子との関係は手紙資料な

どたくさん残されており、人々の関心がひときわ

深く、荻野吟子氏の先祖の方が訪ねて下さり、懐

かしそうに見入られ、とても感動していらっしゃ

いました。そして後日吟子氏の使用していた机な

ホットラインニュース 
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ど見せていただきました。 

今年はとても大きな感動とやりがいがありま

した。 

そして、今年も埼玉県のマスコット「コバト

ン」が参加しました。上田知事とも写真を撮りま

したよ！！ 

◇◇ 

 

2 月 28 日 吾野宿再生と吾野を語る会 

２０１０年２月２８日（日）吾野宿再生と吾野

を語る会に参加しました。 

年々盛り上がり、ことしは地元のおばあちゃん

まんじゅうや採れたて野菜、手作り豆腐、せんべ

い、竹細工などのいろいろな知恵袋満載 まるで

昔の朝市みたい。 ここに馬車など走ればまさし

く昔の風景再現！！ 秩父に抜ける貴重な吾野宿

でした。＜皆のパワーはエネルギッシュ＞ 

◇◇ 

 

 

8 月 29 日 飯能市主催の講演に参加！！ 

平成２２年８月２９日（日）、朗読舞台「聴い

てください 私たちの語り 『ひまわり』～ＤＶ

をのりこえて～」が開催され、講演に参加しまし

た。 

◇◇ 

 

11 月 6 日 埼玉県人会のバス見学会 

 

☆ 龍勢の町よしだ  

 龍勢の町よしだ（日本で始めて手作りロケット

が打ち上げられた所）は、近くの椋神社の起源に

よると日本武尊が奉持した鉾より発した光のさ

まを尊び、後世氏子民が光を飛ばす行事として往

古より続けられ、これが現在の龍勢＜空中に飛び

出す様は龍の形＞のもととなった。今も松の木を

真っ二つに割り、中をくり貫き、竹のたがをかけ

火薬をつめ、火薬筒として使われ、現在は 27 の

流派がこれを受け継いでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 秩父神社 

 妙見信仰または北斗七星を神座とする北辰の

信仰として伝えられ、あちこちに徳川家康が施し

た彫刻、たとえば「つなぎの龍」は北斗七星の形

をして、北斗七星の見える方向に龍が鎖につなが

れて彫られていた。トラの彫刻は家康が寅年だっ

たからそれにまつわる思いをそれに施したとか

説明を受けながら歩くととても面白い。秩父夜ま

つりも間近。今年も年に一回のデートを楽しまれ

るのかな。 

 余談ですが、以前飯能の「星の宮神社の例大祭」

の時、そこで講演＜前田憲二監督＞をしていただ

きましたが、そこも北斗七星信仰でした。興味深

い。 

◇◇ 

 

11 月 14 日 吾野宿まちなみ展示会に参加し、お

手伝い！！ 

飯能市吾野地区の自然・歴史・生活文化を活か
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した交流・にぎわい創生プロジェクト：吾野宿再

生と吾野を語る会：みどりの埼玉づくり県民提案

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秩父に抜ける途中の吾野エリアが昔の吾野宿

としてその面影が残されております。毎年いろい

ろな方々が参加され、地元の農産物や西川材を使

った産物など展示、即売し「市」として浸透し、

地域づくりを活性化しようと試みております。私

は地元の野菜など販売します。是非お立ち寄りく

ださい。近くに東郷神社があり、東郷元帥を奉っ

て、当日はもみじ祭りとしてにぎわいます） 

◇◇ 

 

 

 

 

 

◇2 月 4 日(金)～6 日(日) 第 9 回 With you さい

たま 

平成 23 年 2 月 4 日（金）～6 日（日）、ｗｉｔ

ｈ ｙｏｕさいたまフェスティバルに参加しま

す。 

今年もコバトンくるよ！！ 

◇◇ 

 

◇２月 飯能市生涯学習フェスティバル 

本年も２月に飯能市生涯学習フェスティバル

に参加します。 

◇◇ 

 

 

◇4 月頃 総会と新年会を予定 

４月頃総会及び新年会。ミニバス旅行日野市へ 

「新撰組＝近藤勇・土方歳三の跡地をを訪ねて」

詳しくは後ほど、ホームページなどで。 

◇◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会報編集】渡部直也（入間支部）
が担当しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年の活動予定 

・・あなたも、ぐるーぷ倶楽志ｉｎ飯能に参加しませんか・・ 

地域文化を大切にして、広く伝え、育むことを目指す「ぐるーぷ倶楽志」 

飯能市地域は古い歴史と自然に恵まれており、特色ある文化を育んできました。 

特に、住む、着る、食べる、の衣食住は欠くことのできない大切な文化です。 

私たちは、地域文化を、倶に、楽しむ、同志として多彩な文化交流を目指します。 

そして、地域文化を学習すると共に、これを発信する場として交流を深めます。 

 

※ 連絡は、椙田(スギタ)＜電話 042-974-3538 携帯 080-3456-2623＞まで 入会金 1,000 円 

 

 

 

 

 
埼玉県のマスコット「コバトン」 

 

 

ぐるーぷ倶楽志の活動って面白いね。 

私達も参加しよ～っと。 


