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特に街道沿線に存在する神社・教会・寺院、
地蔵・恵比寿像、祠・お堂の霊場、句碑をは
じめ自然景観などを見ながら写真を撮り、時
には饅頭を食して、まさに「歩く」「見る」
「食べる」を共有しながらの散策でした。さ
らに歴史資源を確認しつつ新しい発見や街道


塾長

の魅力を体験できる時間になりました。

岩永 忠康

10 月になって 報告書・成果 物の作成 並 び

■塾長コメント■
長崎の魅力を発見するために は、自分の足
で確認・体験できる長崎・浦上街道を散策す

に伝習所まつりに向けて執筆や準備作業に取
り掛かりながら、会議・散策を進めました。
塾生の多くは散策することに高い関心をも

ることにあると思い、街道再発見塾を提案し、

つものの、執筆には諸事情や苦手意識もあっ

採択されました。
ところが、塾を組織し運営していくために

て消極的になり、少ない執筆者で原稿の作成

は①活動を行うための組織としての塾生の数、

に取り掛かりました。その過程で早崎氏によ

②組織づくりと運営・活動、③公的予算の利

る丁重なアドバイスや校正によって成果物が

用と配分、という課題に直面しました。

完成しました。また伝習所まつりに向けては、

このうち、①は副塾長の尽力と一般公募に

長島氏や塩塚氏の案による「双六」「紙芝

よって 20 人ほど集まり開所式を迎えられま

居」を作成し、これらを中心として長崎・浦

した。②、③は、1 回目に長崎街道を散策し

上街道に関する説明・写真などを全員協力し

たうえで今後の方向を考え 、進めて行くこと

て作り上げました。さらに街道散策や伝習所

にしました。

まつりの準備を通して、若田さんをはじめ女

実際に長崎街道を散策したことで、多くの
資源や史蹟を確認しつつ新しい発見や街道の

性の皆様の積極的な参加と援助 によって、塾
活動が和やかなものになりました。
ともあれ、塾長として人・組織をまとめ運

魅力をみんなで共有できました。楽しみの散
策を重ねるうちに方向性が見えてきました。
塾の活動は、月 1 回の会議と街道散策です。

営していくことの難しさを体験しつつ、街道
沿線にある多くの資源・史蹟を見ながらその

会議は仕事の都合を考慮して水曜日の夜 2 時

魅力を発見できたこと、また塾生諸氏と楽し

間程度、散策は土曜日の午後１ 時から 3～4

い散策を共有できたことは 意義深い思い出に

時間程度のスケジュールで実施してきました。

なりました。今後は、この機会を活用して塾

そのほかに長崎街道についての 2 回の研修会

生諸氏と共に新たな散策が続けられることを

と視察研修 1 回も実施することができて、有

願っています。

意義で興味深い研修会・視察研修が思い出に



残りました。

■塾の目的■

散策は副塾長ないし長島氏の誘導のもとで
毎回 10 人程度のグループで散策しました。

塾の目的としては、①街道散策を通して街
道沿線に存在する資源を調査・整理したもの
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を市民に発信すること。②街道散策や文献研

ながら街道沿線に存在する資源（神社教会寺

究を通して塾生のメンバー自身が街道に存在

院や地蔵・恵比寿像や祠・お堂の霊場、句碑

する各種資源を確認・体験・享受すること。

など）を確認しながら写真を撮り、時には饅

③散策によって街道沿線の人々や団体と人的

頭を食して、まさに「歩く」「見る」「食べ

交流を深めながら地域社会の活性化に貢献す

る」を共有しながらの歩きでした。資源・史

ることの 3 点にポイントをおきました。

蹟を確認しつつ、新しい発見や街道の魅力を

この散策で得たことは、長崎街道・浦上街

体験しました。

道を数回に分けて調査し、街道沿線に存在す



る史蹟や資源を確認・再発見したことです。

■塾活動の成果■

そして、これらを整理し、街道の魅力を SNS
や出版物で広く市民に発信したことでした。

塾の目的である長崎街道・浦上街道の散策
を通して街道沿線に存在する資源を調査・整

また、塾生メンバーが街道を散策し体験す

理した成果物を公刊できたこと が何よりの成

ることで街道の魅力を再発見し、今後の 豊か

果です。具体的には長崎街道に存在した「関

な生活づくりに役立てるとともに、長崎・浦

所・番所」「教会・お寺・神社」、シュガー

上街道のファンになって、さらにはその魅力

ロードに関わる「食文化」を反映したお菓子、

を口コミなどで広げていく ことも狙いの一つ

長崎・浦上街道紀行などを記載することによ

です。

って、長崎・浦上街道の魅力を発信すること



です。

■塾の研究・活動内容■

次に塾生メンバーが街道に存在する各種の

塾は月に１回の会議と街道散策を基本的な

資源を確認・体験・享受しながら歴史資源の

活動として実施してきました。この街道散策

新しい発見や街道の魅力を体験できた喜びで

や街道の知識を豊かにするために長崎街道に

す。今後の文化・生活を豊かにするとともに

造詣が深い専門家の講演による 2 回の研修会、

長崎街道の魅力を他の人に伝えながら仲間を

さらに長崎街道に関わる小城市の村岡総本舗

増やすことができればと思っています。

（羊羹）の見学、北九州市の小倉常盤橋周辺

さらにバス視察研修では、内野宿での対応

の散策、飯塚市の内野宿についてのバスによ

や街道に対する取り組みが勉強になり、同時

る視察研修を実施しました。そのほか伝習所

に地域づくりや街おこしのモデルとしても体

まつりに向けて長崎街道に関わる双六や紙芝

験できたことです。
これらの総合的な成果を通して平面的な目

居の、実演のための準備や作業を行いました。
街道再発見塾の活動内容は、長崎街道を 5
回、浦上街道を 2 回、長崎市内を 1 回に分け、

標が立体化し、満足感を得た塾生の喜びの笑
顔が印象的でした。

それぞれ 3～4 時間程度の散策を実施しまし
た。具体的には、散策実施に向けて街道の勉
強会や関連文献を参考にしながら、街道歩き
の経験を持った塾生の案内のもとで、散策し
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街道再発見塾ᴾ 活動記録
日  時

場  所

内   容

平成  年
 月  日 水 
月日 水 
月日 土 
 月  日 水 

 月  日 土 

長崎歴史文化博物館

長崎伝習所「塾」開所式、第  回 塾会議

市民活動センター

第  回 塾会議

（ランタナ）

第  回街道散策の説明、今後の活動行事の説明
第  回 街道散策

長崎街道散策

諏訪神社から日見峠トンネル口までの散策

市民活動センター

第  回 塾会議

（ランタナ）

第  回街道散策説明、第  回散策の反省、今後予定
第  回 街道散策

浦上街道散策

西坂： 聖人記念館広場から長崎大学まで散策
第  回 研修会

 月  日 水 

講 師（久田松和則：大村市富松神社宮司）

長崎市民会館

テーマ「長崎街道往来模様―象も通る、噂話・病も走
る、漂着民の帰る道―」

月日 水 
月日 土 

 月  日 火 

 月  日 水 

市民活動センター

第  回 塾会議

（ランタナ）

第  回散策の説明、 月研修会、今後の活動行事等
第  回 街道散策

長崎街道散策

矢上番所橋から古賀までの散策
臨時会議

市民活動センター

成果物（報告書）・伝習所まつりの検討

（ランタナ）

成果物作成に向けてワーキンググループ立ち上げ

市民活動センター

第  回 塾会議

（ランタナ）

次回散策の説明、成果物・研修視察に向けての説明等
第  回 長崎街道視察研修会

長崎街道
 月  日 土 

長崎市（駅前）→小城市→、
北九州市→飯塚市→長崎市

 月  日 水 
 月  日 土 

 月  日 水 

①小城市（羊羹：村岡総本舗）の視察
②北九州市小倉常盤橋（始発・終着）周辺散策
③飯塚市（内野宿）の視察・散策

市民活動センター

第  回 塾会議

（ランタナ）

次回散策の説明、成果物の打ち合わせ等

長崎街道散策
市民活動センター
（ランタナ）

第  回 街道散策
古賀から久山までの散策
第  回 研修会
①「長崎街道今昔幕末編」（本馬貞夫氏）
②「長崎街道今昔近代編」（山口保彦氏）
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日  時

 月  日 水 

 月  日 土 

 月  日 水 

場  所
市民活動センター
（ランタナ）
浦上・時津街道散策
市民活動センター
（ランタナ）

内   容
第  回 塾会議
次回散策の説明、成果物・伝習所まつりの検討、今
後の行事予定
第  回 街道散策
長崎大学から時津港までの散策
第  回 塾会議
次回散策予定、成果物、伝習所まつり、来年度塾等の
検討

平成  年
月日 水 
 月  日 土 
 月７日 木 

市民活動センター

第  回 塾会議

（ランタナ）

次回散策の説明、成果物・伝習所まつりの準備等

長崎市内

第  回 塾会議

（ランタナ）

次回散策説明、伝習所まつり、今後の予定等

長崎街道

 月  日 日 

長崎市民会館

 月  日 水 

歴史文化博物館前→西坂・聖フィリッポ教会→眼鏡橋

市民活動センター

 月  日 土 

月日 水 

第  回 街道散策

市民活動センター
（ランタナ）

第  回 街道散策
久山バス停前から諫早までの散策
臨時集合
伝習所まつりに向けての準備作業
第  回 塾会議
成果物・伝習所まつりに向けての準備・整理、
今後の塾の在り方

市民活動センター

臨時集合

（ランタナ）

伝習所まつりに向けての最終準備作業

 月  日 木・祝  ベルナード観光通り

長崎伝習所まつり
調査内容パネルの展示、双六・紙芝居の実施
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塾活動の成果は、街道散策を通して街道沿

②長崎街道（日見トンネル西口：芒塚バス停

線に存在する自然景観・歴史的建物・史蹟等

―東長崎地域センター）は、長崎街道一番の

の資源を調査・整理したことです。また長崎

難所で「西の箱根」と称された日見峠と、中

街道については 2 回の研修会と 1 回のバス視

継地の日見宿のコースです。

察研修を通して街道の魅力や役割を確認する

このコースの日見峠には、新茶屋之跡、地震

ことができました。

石神神社、日見峠関所跡、馬頭観音、向井去
来の句碑があり、また長崎街道・明治新道・

1 街道散策紀行

日見トンネル・新日見トンネル・長崎自動車

(１)長崎街道

道が交差している場所でもあります。

長崎街道は鎖国政策の下で幕府が外国との
交易を行う港である長崎に通じる街道として
非常に重視されました。九州の諸大名の参勤
交代や長崎警備、長崎奉行や西国筋郡代の交
代、さらにオランダ人・中国人の江戸参府や
新茶屋之跡

交易・献上品の運搬にも用いられました。

馬頭観音

以下、長崎街道を諏訪神社鳥居前から諫
また、日見から矢上までの長崎街道には、

早・久山まで４回に分けて散策した時の史

「歯痛観音」をはじめ祠・鳥居などの霊場や

蹟・資源や特徴を紹介します。

石碑などの史蹟が点在し、また日見継ぎ場跡
①長崎街道（諏訪神社鳥居前―日見峠西口ト

や日見宿跡など長崎街道の中継基地の役割を

ンネルバス停）は、長崎の最初の古い町と街

担っていた跡を垣間見ることができます。
さらに矢上（宿）までには、
「腹切坂」の三

道の始発点のコースです。
このコースにはシーボルト通りを中心とし

基石碑、饅頭屋「日見峠まんじゅう本舗」、天

て長崎開港時の領主・長崎甚左衛門の居館が

領の日見領と佐嘉領の領境石標、普賢饅頭屋、

あった春徳寺周辺一帯に教会跡・お寺・橋な

矢上番所跡などがあります。

ど多くの史蹟がみられ、長崎を旅立つ人を見
送る惜別の地である桜馬場天満宮や蛍茶屋跡
があります。また本河内貯水池付近には俳人
の句碑や犠牲者を祀った無縁塔・供養塔、さ
らに地蔵様や給水所（御手水）などが存在し
ます。

領境石標

桜馬場天満宮

蛍茶屋跡
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このコースには、
「古賀の藤棚」と呼ばれる

③長崎街道（矢上番所橋―古賀）は、長崎に

休憩所兼古賀人形の制作所と国指定重要文化

入る前の矢上宿と古賀地域のコースです。
このコースは長崎街道の要所でもあったた

財の旧本田家住宅があります。
次に九州自然遊歩道にもなっている起伏の

め、諫早領主の役屋敷、矢上八幡神社、矢上
神社（馬頭観音、珍しい狛犬等の史蹟）
、

ある山道には「なすび塚」、井樋ノ尾観世音、

教宗寺（オランダ商館長やシーボルト、象と

長崎街道御籠立場の石碑、石の祠と水がめが

象使いも泊まった）
、恵比寿像など多くの

ある清水神宮、
「郡境 彼杵郡喜々津・高来郡

歴史的遺構や史蹟が見られます。

久山」の石碑や「旧長崎街道峠の茶屋跡」の
碑、大乗妙典六十六部塔の看板（諫早史談会）、
数体の地蔵が安置された祠、久山茶屋跡、長
崎奉行・大名から商人・学者・維新の志士な
どが喉を潤したといわれる「茶屋の井戸」が
存在しています。
また、長崎街道の宿場の絵が描かれている

珍しい狛犬

「たぬき絵巻」もあり、興味がひかれます。

次に矢上から古賀までは、八郎川を渡り街
道（明治新道）沿いに役行者神社や楠川の渡
しの標識、領境石標「従是南佐嘉領」の石碑・
旧本田家住宅

台座石が見られます。

清水神宮

この付近の古賀地区は、キリスト教の信仰
が盛んでしたが、江戸幕府の禁教令によって
弾圧されました。それとともに昔から植木の
産地として有名で植木がある家屋や畑が点在
し、里山の景色が残っています。この地区あ
る福瑞寺にはキリシタン墓碑・梵鐘・標識塔

茶屋の井戸

なすび塚

が見られます。

役行者神社

福瑞寺

④長崎街道（古賀―久山）は、古賀の平坦な
田舎道と井樋ノ尾峠を挟んだ起伏の多い山道
のコースです。
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たぬき絵巻

(２)浦上・時津街道

ベアトス様の碑、本大橋の対岸にはサンタ・

浦上・時津街道は、西坂で処刑された日本
26 聖人が歩いた街道であり、近代では原子

クララ教会跡などキリシタン関係を中心とし
て多くの史蹟が存在しています。

爆弾の投下で影響を受けた、いわば負の遺産
が残っている街道でもあります。

②浦上・時津街道（長崎大学正門～時津港）

以下は、浦上・時津街道を 2 回に分けて散
策した時の史蹟・資源や特徴をあげてみます。

は、海路を利用した長崎街道の１つのコース
です。
このコースの浦上地域には、山里村（天領）

①浦上・時津街道（西坂―長崎大学）は、キ

と浦上北村（大村藩領）との境で「番所」が

リスト教関連と原爆関連の史蹟が存在するコ

置かれていた「城越（じょうのこし）」があり

ースです。

ます。

このコースには、
「長崎浦上街道はここに始

また住吉神社、老舗「饅頭屋」、「六地蔵」、

める」の標柱を挟んで日本 26 聖人殉教地（記

岩屋口の「岩屋神社の鳥居」、「横道式見越追

念碑）と聖フィリッポ教会があり、少し進ん

分」、「平宗村庄屋屋敷跡」があります。国道

だ所には、西坂地蔵堂、島原の乱で殺された

の打坂峠は、昔は時津街道一番の難所といわ

キリシタン 3000 人の首を埋めた「首塚の

れた峠だったそうです。

跡」
、長崎四国第五十八番霊場、供養塔、岡ま
さはる記念館（長崎平和資料館）
、岩屈のそば
に立つ回国供養塔、銭座天満神社などの建造
物・史蹟が点在しています。
住吉神社

岩屋神社の鳥居

さらに時津には「さばくさらかし岩」をは
じめ、三軒の饅頭屋、大村藩の直営の本陣と
しての役割を備えた宿場である「時津の茶屋」
、
船を留め置くために綱を結わえる石としての
西坂地蔵堂

山王神社の大楠

「ともづな石」があります。さらに現在の船
の発着場横に、大きな石碑「26 聖人上陸の

また、このコースには、山王神社とその境

地記念碑」
「恵比寿像」が建っています。

内の市指定天然記念物の大楠や原爆で片方を
倒された鳥居、長崎大学医学部の構内には稚
桜神社（祭神神功皇后）や山上憶良の万葉歌
碑、浦上天主堂が建っています。
さらに山里小学校近辺には帳方屋敷(永井
博士が病臥していた如己堂の場所)、聖フラン

さばくさらかし岩

シスコ・ザベリオ秘密教会跡、殉教者の聖地
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26 聖人上陸記念碑

２ 街道と菓子文化

ット・コンぺイトウなどがあり、唐菓子では

長崎街道は、
「シュガーロード」と称される

月餅・口砂香・一口香があります。これらの

ように食文化・菓子文化に関わる砂糖と密接

菓子がいったん長崎に伝えられると、それは

に関係しています。

やがて長崎の銘菓となって定着し、全国的に

長崎貿易では、外国船の安定を図るための

普及していきました。

バラストとして当初、石灰が使われることも

また日本の食文化・菓子文化の担い手とし

ありましたが、その後、砂糖も用いられるよ

て「饅頭」があります。街道沿いには必ず饅

うになり、砂糖は貴重な輸入品として、長崎

頭屋を見かけます。疲れた時の甘くおいしい

街道周辺地の食文化・菓子文化に多大の影響

饅頭、寒い時の暖かい饅頭は、旅人の栄養を

を与えました。

補給し、旅の疲れを癒したのではないかと思

18 世紀に入ると、役人に対する贈り物や

われます。

丸山の遊女の貰い物、さらにはオランダ船や

長崎街道では、シーボルト通り商店街界隈

唐船の荷役にあたる日雇人夫に対する手当て

には数件の饅頭屋があります。また、浦上街

としての名目で、大量の砂糖が長崎市中に流

道の宿で船着き場がある時津には、国道沿い

れ込みました。

に川林まんじゅう、中村饅頭など創業から

砂糖をベースとした菓子の代表が長崎のカ

110 数年を経ている「時津まんじゅう」の店

ステラです。日本ではじめて「カステラ」を

があります。時津のお土産といえば「時津ま

焼いたのはルイス・デ・アルメイダで、長崎

んじゅう」と言われるほど長崎の人は誰もが

での最初のキリスト教を布教しながら、医師

知っている名物まんじゅうです。饅頭に関し

として病人の滋養食のために焼いたといわれ

ては、長崎街道を通った象も饅頭を食べて元

ています。また、最初の日本人は長崎代官村

気を取り戻したという逸話があり、砂糖との

山等安といわれ、秀吉謁見の際にカステラと

関係で別の小冊子にも書いています。

南蛮料理を秀吉に献上しています。さらに等

このように長崎街道は、海外から輸入され

安は宣教師のジョアン・ロドリゲスとともに、

た砂糖をベースとして、食文化・菓子文化が

徳川家康に謁見したときもカステラを献上し

伝わり、街道沿線には小城の羊羹をはじめ各

ています。

地で食文化・菓子文化が普及していきました。

砂糖は佐賀県の菓子文化にも大きな影響を
長崎街道の研修視察と研修会

与えました。その中に、佐賀県小城の羊羹が

３

あります。村岡総本舗副社長の話によれば、

(１)研修視察
バスを利用した長崎街道の研修視察として、

原料となる砂糖を中心に小豆・インゲン豆・
良質の水をベースとして製造法の技術革新や

①長崎街道の沿線に存在する佐賀県小城市の

砂糖・菓子文化を育む環境が羊羹の発展を支

村岡総本舗（羊羹）の視察、②長崎街道の始

えたと言うことでした。

発（終着）といわれている北九州市小倉北区

長崎は西洋菓子や唐菓子の伝来地です。そ

にある常盤橋周辺の散策、③長崎街道の 1 つ

のなかで日本中にひろまったのが、西洋菓子

の宿場である「内野宿」の保存会役員の案内

ではカステラをはじめパン・ボウロ・ビスケ

による散策と視察を紹介します。
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①村岡総本舗では、村岡副社長による羊羹記

(２)研修会
第 1 回研修会（8 月 29 日(水):長崎市民会

念館の施設・展示物の見学やビデオによる羊

館）では、講師（久田松和則：大村市富松神

羹の製造方法などの説明を受けました。

社宮司）による「長崎街道往来模様～象も通
②常盤橋周辺では、常盤橋を視察・確認した

る、噂話・病も走る、漂着民の帰る道～」と

のち長崎街道沿線や小倉城周辺を散策しまし

いうテーマで長崎街道を往来する人・物・情

た。

報・病気について、具体的な事例をあげて説
明して頂きました。

研修会
常盤橋での写真撮影

第２回 研修会（11 月 14 日（水）
：市民
活動センター・ランタナ）では、2 人の講師

③内野宿では、保存会役員の丁重な案内によ

による長崎街道に関わる人物や街道について

って、内野宿の成り立ちや役割などの説明を

の講演でした。①「長崎街道今昔/幕末編」
（本

受けました。そのうえで歴史を感じさせる公

馬貞夫氏）では、長崎街道を往来した人物の

孫樹・櫨・桜の大木の自然景観、御茶屋跡（本

特徴や往来模様の話、②「長崎街道今昔/近代

陣）
・代官所跡、恵比寿像や福部神社の地蔵様

編」
（山口康彦氏）では、日見トンネルに関わ

などの史蹟の視察と案内を受け、さらに商家

る話をして頂きました。

の内野長崎屋の見学や旧肥前屋にある案内所
で内野宿の紹介のビデオを見ながら説明を受

４ 街道の役割と特徴
現代の道路が自動車等を利用して移動する

けました。
とにかく町民全員が協議会のメンバーにな

ために広く整備されている道であるのに対し

って内野宿を保存・維持しながら地域おこし

て、街道は昔からの街並み・自然・社会イン

を実践されていることに感銘を受けました。

フラ等の一部が残存し、人が徒歩で移動なが
らそれらを肌で感じられる道であります。し
たがって、日本の原風景の一部が残存し、昔
の日本社会や生活の一端を体験できます。
街道とは、街や集落をつなぐ交通路・道路
のことです。街や集落は人が経済・社会活動
をしながら生活するところで、街を結び付け
る街道には人・物・情報等が行き来し交流す

内野長崎屋

る場でもあります。
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街道沿線にある街・集落・周辺には、①霊

私的な冠婚葬祭をはじめ公共のイベント（夏

場施設としての神社・寺院・教会をはじめ道

祭り・秋祭りなど）を通して地域の社会的行

祖神、地蔵、恵比寿像等、②自然・人的災害

事の実施、また教育的なものとして昔は寺子

に対する供養塔をはじめ歴史的出来事への記

屋さらに社会福祉関連として一時的な宿泊や

念碑・石碑、有名人などの句碑等の塔・標記

災害時の避難場所など幅ひろい役割を担って

物、領境を示す石柱、③通行人をチェックす

きました。

るための関所・番所、④宿泊する本陣・脇本

今回、街道を散策して体験したことは、街

陣、宿場、⑤人馬等が給水する給水場所、⑦

道沿線には、必ずその日本の人々が信仰して

飲食する饅頭屋をはじめお菓子屋、茶屋、⑧

いる神社・寺院・祠・お堂のほか、供養塔、

街道に架かる社会的インフラとしての橋など

地蔵像・恵比寿像が街・港・山村を問わずあ

が点在しています。

らゆる場所に点在し、これらが合わさって日

日本の街道の特徴としては、日本の社会の
物質的・精神的な基盤になっている宗教施設

本の原風景を形成していることを実感できま
した。

としての神社・お寺・教会の役割と存在があ
提言

ります。これらの施設は為政者・行政による

５

上から人々の生活を支えるものでした。例え

(１)街道散策の多様化
街道を散策する場合は幅広いテーマから狭

ば、昔、お寺は日本特有の檀家制度によって
民衆を管理する役所の役割を担っていました。

い専門的テーマで散策することができます。

お上（行政）はキリスト教禁制の名目で人別

①テーマには歩く、見る、食するなど人の行

帳（戸籍・租税台帳）による民衆管理を行い、

動を中心に幅広く散策する。②資源に的を絞

民衆は冠婚葬祭をはじめ説教や寺小屋など教

って散策する。例えば、神社、お寺、教会な

育の一端を担うなど社会インフラとして社会

どの社会施設を中心に散策する。あるいは歴

生活の基盤になっていました。

史的遺跡を中心に散策する。さらに食べ物を

他方、日本は神道・仏教など多神教で、日
本固有の民族宗教である神道も、自然の力や

中心に散策する。また健康のために散策する
などの多様な散策が考えられます。
したがって、それぞれの目的によって時

霊魂を崇拝する信仰があり、
「おそれ・かしこ

間・距離の配分を考慮して有意義な散策がで

むもの」すべてを神と呼びました。
神々には、自然神・英雄神・先祖神・観念

きると思われます。

神をはじめ民間神道（生活密着型の田の神
様・恵比寿様）や災害や迫害などによる死者

(２)街道のメンテナンス

を祀る供養塔までも関係し合い、相互扶助的

街道はもちろん街道沿線の資源（神社・お

な安心感を主とする信仰が育まれてきた、い

寺・教会史蹟）や標識・掲示板などメンテナ

わば下（民衆）からの社会生活の基盤になっ

ンス（維持管理）が必要なことを痛感しまし

ています。

た。これらの資源が生活に密着している場合

このように、神社・お寺・教会などは宗教

には維持管理がなされていますが、今回散策

活動に基づいて人々の生活に密着したもので

した街道の一部には維持管理が十分でなく、
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特に標識・掲示板等の説明に分からないこと

好きな「象」や「ラクダ」
「ダチョウ」が日見

が多々ありました。これら標識・掲示板の表

峠を通って江戸へ上ったという興味深いでき

示・説明が分かるように工夫・維持管理する

ごとや、
「さばくさらかし岩」のユーモラスな

ことが楽しく有意義な散策に役立つと思われ

言い伝えも、知識の一頁に加えたいことです。

ます。

３番目は、長崎街道に直結した学習のみに
限定せず、その延長線にある別称「シュガー

(３)街道散策の宣伝・促進

ロード」から派生した砂糖の影響に眼を向け

街道には日本の素晴らしい資源が存在して

た「饅頭」「羊羹」「カステラ」などユニーク

います。国内外の人が街道散策の機会を得ら

な視点に喜びを加えることができたことでし

れる宣伝活動を実施していくことが必要です。

ょう。

例えば、定期的（月 1 回）に行政・NPO

これはまた、寺院や神社、教会という宗教

等の主導の下で、街道散策を実施するなどし

を背景に、時の変遷に翻弄された特有の姿を、

て街道散策の楽しみ・意義を体験することで

また「参勤交代」
「伊勢参り」と「本陣」や「関

多くのファンを作り、それがまた街道の魅力

所・番所」のリアルな捉え方によって、貴重

を他の人々に伝え仲間を増やす「草の根」運

な資料に触れることができたことです。これ

動に繋がるものと思われます。

らは正に“再発見塾”の厚みに最たる成果と
して納得することができましょう。

６ 街道散策の効果

今回の再発見の主旨に合致した学習の成果

街道再発見塾の散策・視察を終えた感想と
しては、塾への参加理由は皆まちまちで、
「何

に満足しながらも、一方では時間不足を覚え
ながらの１年でした。

か得るものでもあれば」「友人に誘われたか

今後に残された未発見の資源発掘は、次回

ら」などの期待をもち塾生になった人も少な

への新たな課題として、当塾のみんなで“再々

くなかったようです。

発見”に取り組めるよう願っています。

ところが参加し、散策活動に加わったり研
修会に参加するうちに、塾活動の成果は多様
性に満ちた価値の高いものへと深化していっ
たのです。
その１番は「塾生仲間との交流をとおして
コミュ二ケーションによる意識の向上」
「散策
活動による健康づくり」
「歴史文化の新しい発
見と感動」などの理由から積極的な学習意欲
につながったものと思われます。
２番目は「長崎街道」という響きが歴史文
化の香りを醸成して、関心を高めてくれたこ
とです。そのために得た資料には、当塾がま
とめた小冊子にもありますように、饅頭の大
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■ 塾生の感想 ■

重な話をお聴きすることができたこと、また、

この塾には、街道散策に興味があり参加し

様々な資料を用いた塾会議における勉強会に

ました。歩いてみると、車で通る幹線道路か

より、長崎街道が果たしたこと等が少し分か

ら入ったところに史跡があり、旧街道の趣を

った気がします。バス研修では村岡総本舗で

数多く残していました。矢上から古賀までを

の羊羹に関する話や貴重な展示物、内野宿で

歩いた時は雨でした。昔の旅人はどんな気持

は展示館の方々の案内や丁寧な説明を受け大

ちでこの雨の街道を歩いたのか想像すると、

変有意義な１日をすごすことができました。

タイムスリップした自分を感じました。象さ

今後、長崎街道（長崎～小倉間）を数年かけ

んもこの道を通ったそうで、1 泊したお寺が

歩いてみたいと思っています。

ありました。古賀の近くでお饅頭屋さんがあ

（中嶋熊男）

りました。立ち寄って食べた饅頭がとても美
味しくて疲れも取れ、時代劇の茶店で出され

歩いて旅するとその土地の風土や地理を少

るお茶と団子の効果を実感しました。長崎街

なからず体感できます。昔の街道を辿ると

道 25 宿場それぞれに歴史研究や町おこしを

処々に地蔵や塚など当時のなごりが有ります。

されている方々が数多く本当に感心しました。
（大久保房信）

塾では道が分かりやすく間違いなく辿れる
ようになっているか、歩車分離など歩行者に
優しく歩きやすくなっているかを探ることが

街道を歩いてみて、昔の人がここを歩いた

私の課題でした。道は手入れをしないと寂れ

のだなあという感激はありましたが、はたし

ていきます。多くの方々が生活や散策の道と

て再発見と言える発見ができるのだろうかと

して利用度を上げることで分かりやすく、歩

不安がありました。しかし、6 回くらい散策

きやすく整備されるものと思います。成果物

しましたころから変わってきました。暑い夏

の高低差図と街道ルート図はこれから歩く方

の浦上街道、雨の日の矢上、秋の芒塚、冬の

の参考に作図しました。

時津街道…と、四季折々に景色を楽しみ、花々

（長島豊明）

や木々の美しさに癒されました。
（大塚広子）

塾のバス視察で飯塚市の「内野宿」に寄り
ました。江戸時代の建物を大切に保存して，

前半は職場の関係で休みが多かったのです

その 1 棟を展示館として一般に開放されてい

が、後半は夫婦で参加しました。街道には案

ました。森山栄之助の立姿の写真と説明文に

内板もありましたが、やはり、詳しい人がい

気付いたのは見学終了時間寸前でした。説明

るので安心でした。江戸時代の旅人に思いを

文を読めないまま帰路についたのがとても残

はせながら歩くことができました。

念。幕末に通詞として欧米諸国との通商条約

（堤田 稔）

締結という大きな役割を果たした森山が死後
150 年、いま石碑が本蓮寺の墓地の片隅に石

今回の街道再発見塾に参加し、富松神社宮

ころの様に放置されているのが不思議です。

司久田松氏、本間貞夫・山口康彦両先生の貴

（若田志保子）

－ 37 －

ほぼ１年間の塾活動で特に印象に残ること

へも好影響を与えてくれるものになりました。

は、福岡県・飯塚市の内野宿への訪問です。
・・

何回目かの散策時、2 万歩以上をクリアして

街道の当時の雰囲気がまだ残ると聞いていた

快い疲労感を味わいつつ得た散策は、当夜の

内野宿を約１時間半散策する機会を得ました。

夕食の美味、快眠、翌朝の爽快感を豊かにし

現地へ到着し降車した所で待っていてくれ

て街道歴史文化の好印象を提供してくれたの

たのが内野宿の案内グループの方々でした。

です。専門家による史実の講話、研修散策か

私たち 10 名余りに対し、5・6 名の方々か

ら得た情報や感動、仲間との和やかな意見交

らほぼ付きっ切りで大変丁寧な案内をして戴

換など、これらの和合が未知の部分を豊かに

き、新たな興味深い話も伺うことができまし

満たしてくれました。この喜びは何ものにも

た。このグループの方々へ会いに、また行っ

代えがたい糧として大切に活用するつもりで

てみたいと思わせるような歓待に感動しまし

す。

た。

（早崎正城）

（野田 茂）
いろいろな事を学び再発見できた楽しい塾

街道再発見塾に何も考えることなく入りま

でした。佐賀の村岡総本舗では街道あっての

したが、一日目にして私は魅せられてしまい

菓子文化の発展があったことを、福岡の内野

ました。街道にはカトリックと関わりのある

宿では街道宿を保存し文化を伝えていく地域

ところばかり、私はカトリック信徒として内

の方々の情熱を学びました。そして、街道は、

側からみておりました。外側からみることが

現在の交通の要所と交わるところも多く、国

なかったので、知ることがとても新鮮で興味

道を少し入ると昔の面影が残る街道へと一変

深いものでしたし、街道歩きでは知らないこ

し、安らぎをあたえてくれます。また、街道

とがあり、また真夏時の歩きは大変でしたけ

を歩くことで、歴史の街長崎に興味がわき、

れど、楽しい思い出となっています。いろん

長崎市主催の「ながさき歴史の学校」の「わ

な分野で働いてこられた方とのお話は楽しく、

かる！コース」と「近代化遺産コース」を受

とても勉強になりました。

講し、長崎が江戸時代から明治にかけ日本に
（橋本昭美）

大きな影響を与え、同時に、長崎が大きく発
展した要因を学ぶことができました。街道散

時・所を問わず、歴史の探訪は未知解明へ

策で自然を楽しみながらの健康づくりができ

の期待感を膨らませてくれるものですが、学

ましたが、それに加え、岩永塾長、早崎さん、

習前にいろいろと思索しているうちに、どこ

長島さん、それぞれ秀でたものを持たれてい

か楽しくなってくるのは私だけでしょうか。

る方々と知り合えたこと、また、いくつにな

特に江戸時代は、我が国特有の文化や人間模

っても挑戦を忘れないことの大切さを若田さ

様が確立してきた時代であり、併せて長崎街

んから学び、さらに、山里中学校、長崎北高

道というロマン的な語音に期待してこの再発

の同窓生からは同じ街道を一緒に歩ける喜び

見塾に参加しました。案に違わず、良き仲間

を味うことができた楽しく刺激のある塾活動

に囲まれての散策と会話は回数を重ねるごと

でした。

に探訪心を募らせ、やがてそれは心身の健康
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（副塾長：西村敬一）
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