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二川宿本陣資料館（豊橋市）

ふれあい探訪

東海 道歴史の旅 −二川宿−

LIFE 禁煙のすすめ 〜大切な人を望まない受動喫煙から守ろう〜
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東海道歴史の旅

▲二川宿本陣資料館
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脇本陣跡
脇本陣は本陣の補助的な役割を果たしました。格式は本
陣に次ぐもので、本陣と同様にその経営は宿場の有力者
があたっていました。脇本陣の建物は、間口七間（約
13m）、奥行十九間（約35m）、畳数は九十三畳でした。
※現在は民家です。

せこみち

商家「駒屋」の横にある瀬古道
かつては、松音寺への参道として人々に利用されてい
ました。落ち着いた色合いの壁面と整備された石畳が
当時の風情を醸し出しています。
参考文献等：
二川宿景観形成地区整備計画（豊橋市都市計画部都市計画課）
豊橋観光コンベンション協会HP「ええじゃないか豊橋」
愛知県東海道ルネッサンスHP（愛知県建設局道路建設課）
二川宿本陣資料館
愛知県の公式観光ガイドHP「Aichi Now」
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二川宿 ︵豊橋市︶

二川宿は江戸・日本橋より数えて
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東海道歴史の旅

二川宿の名所を巡る

二川宿は、東海道五十三次の33番目の宿場町として栄え、現在でも本陣などの
歴史的な建物や当時の町割りが残っています。平成28年、都市景観大賞を受賞した
二川宿は、街全体がタイムスリップしたような見どころの多い宿場です。

01

二川宿本陣資料館
二川宿本陣は、文化4年（1807年）から明治3年（1870年）
まで本陣職を勤めた馬場家の遺構です。昭和60年（1985
年）、市は馬場家より土地建物の寄贈を受け、3年の月日
をかけ改修工事を行い、江戸末期の姿を再現しました。
二川宿本陣資料館は、貴重な文化財である二川宿本陣と
旅籠屋「清明屋」を保存・公開するとともに、江戸時代の
旅に関する資料などを展示しています。常設展示では東海
道、二川宿、本陣とテーマ別にわかりやすく展示していま
す。

上段の間

体験コーナー

上段の間は、大名等の貴人が休泊する部屋で､本陣の中で最
も重要な部分でした。他の部屋より一段高くなっており、大
床・付書院・御簾が付けられていました。

１階の体験コーナーでは、多色刷りによる浮世絵づくりや双六
などの昔の遊びを体験できます。

二川宿本陣資料館

Information
住
所：愛知県豊橋市二川町字中町65番地
電話番号：0532-41-8580
開館時間：９時〜17時（入館は16時30分まで）
入 館 料：一般400円、小中学生・高校生100円、未就学児無料
休 館 日：月曜日（祝日または振替休日の場合は翌平日）、年末年始

企画展

広重vs北斎〜ふたりが描いた東海道〜

5.26 ㊋ 〜6.28 ㊐

※臨時休館の場合あり。事前にホームページをご確認ください。

アクセス
公共交通機関ご利用の場合

・JR東海道線二川駅下車、北口より東へ1km

お車をご利用の場合

・国道1号線「二川町西向山」交差点を北へ500ｍ

江戸時代末期、同時代を生きたふたりのライバル浮世絵師、
歌川広重と葛飾北斎が描いた東海道シリーズを比較展示します。
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旅籠屋「清明屋」
（せいめいや）
江戸時代の二川宿には平均して30軒程度の旅籠屋があ
り、そのほとんどは本陣・脇本陣や問屋場のあった宿場の
中心に集中していました。旅籠屋「清明屋」は、江戸時代
後期から明治時代まで二川宿で営まれた旅籠屋で、本陣の
東隣に位置することから、大名行列が本陣に宿泊する際に
は家老などの上級武士の宿泊所としても利用されました。
住所：二川宿本陣資料館内（本陣東に隣接）

ミセの間・ミセニワ
ミセの間は、街道に面しており板の間になっています。
荷物置場や帳場として使われていました。
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商家「駒屋」

豊橋市指定有形文化財

商家「駒屋」は、主屋・土蔵など8棟の建物からな
り、二川宿で商家を営むかたわら、問屋役や名主など
を勤めた田村家の遺構です。豊橋市内に残る数少ない
江戸時代の建造物で、当時の商家の一般的な形式を良
く残していることから、平成15年5月に豊橋市指定有
形文化財となりました。手作りランチが味わえる本物
の蔵カフェ「こまや」や、昔懐かしい駄菓子や手作り
のお土産が買える「ふたこまや」もオススメです！
住所：愛知県豊橋市二川町字新橋町21番地
TEL：0532-41-6065
開館時間：9時〜17時 入館無料
休 館 日：月曜日（祝日は開館、翌平日休館）、年末年始
※臨時休館の場合あり。事前にホームページをご確認ください。

04

岩屋観音
天平2年（730年）奈良時代の僧 行基がこの地に赴い
たとき、その風景に魅せられて千手観音像を刻んで岩
窟に安置したのが起源とされています。以来、東海道
を往来する旅人たちの信仰を集めました。明和2年
（1765年）に建立された岩屋山頂の聖観音立像は太平洋
戦争中に供出されてしまったため、現在の像は昭和25
年（1950年）に再建されたものです。また、岩屋観音周
辺は公園としても人気のスポットです。

撮影 ポイント

二川の町が
一望できます。

住所：愛知県豊橋市大岩町

至豊橋市街

Map

岩屋観音

立岩街道
（二川バイパス）
豊橋市
地下資源館

火打坂

岩屋下

二川宿
本陣資料館

商家
「駒屋」

脇本陣跡
瀬古道
清明屋

JR 二川駅

１

JR 東海道本線二川駅
北口より東へ１km
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旧東海道
梅田川
至浜松市

豊橋総合動植物公園
豊橋市自然史博物館

二川町西向山

Life

暮らしに役立つ情報ページ
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禁煙のすすめ

〜大切な人を望まない受動喫煙から守ろう〜
2020年4月から改正健康増進法が全面施行となりました。学校や医療機関ではすでに敷
地内禁煙と受動喫煙の規制が強化されていますが、4月からは職場や飲食店（原則屋内禁
煙）にも対象が広がりました。改正法の最大の目的は「望まない受動喫煙をなくすこと」
です。これからは受動喫煙を防止する取り組みはマナーからルールに変わりました。
自分のためだけではなく、大切な人のためにも禁煙しませんか？

たばこに含まれる三大有害物質

たばこの煙には200種類の有害物質が含まれ、発がん物質は50種類以上にのぼります！
その中でもよく知られているのはニコチン、タール、一酸化炭素などの三大有害物質です。

ニコチン
タール

依存症にさせる作用あり。（ニコチンはヘロインと同じくらいやめるのが難しい！）
…………
血管を収縮させ、血管の流れを悪くする作用あり。動脈硬化を促進させます。

…………… 発がん物質や発がんを促進する物質が数十種類以上含みます。

一酸化炭素 ………

主流煙との比較
（2.8〜19.6倍）

（1.2〜10.1倍）

酸素を運ぶ機能を阻害し、酸素不足を引き起こし、動脈硬化を促進させます。

（3.4〜21.4倍）

（厚生労働症 e-ヘルスネットより抜粋）

受動喫煙が周りの人の健康に与える影響
たばこの副流煙の影響で早くから症状が出るのは呼吸器疾患。気管支や肺の炎症、
喘息などを起こしやすくなります。特に子どもや高齢者は影響を受けやすいです。

大人

子ども

・肺がん
・慢性閉塞性肺疾患
（COPD）
や
肺気腫などのすでにある
呼吸器疾患の悪化
・喘息の誘発と悪化
・虚血性心疾患、狭心症
・妊娠：低出生体重児または
妊娠期間に比べて小さい胎児
・早産

・喘息発作、急性気管支炎、肺炎、慢性副鼻腔炎、
アデノイド増殖、中耳炎、扁桃肥大、髄膜炎、
ヘルペス病、歯肉着色、アトピー性皮膚炎、
等々の原因に
・病気入院が増える
・身長の伸びが悪くなる
・知能の発達が劣る
・虫歯になりやすい
・成人後の発がん率が高くなる

・脳卒中

・乳幼児突然死症候群の原因に

（喫煙の健康影響に関する検討会編：喫煙と健康 喫煙と健康影響に関する
検討会報告書 平成28年8月）

（静岡県立子ども病院

加治正行氏）

「加熱式たばこなら大丈夫？」は誤解です！
近年、煙が出ない新しいタイプのたばこが登場しています。そのひとつが加熱式たばこ
です。たばこの葉を電気で加熱して蒸気を発生させ、ニコチンを吸い込むものです。た
ばこ会社は、発がん物質や有害物質は紙巻たばこより少なくたばこ関連疾患のリスクを
減らすと宣伝していますが、米国食品衛生局（FDA）は、たばこ会社の主張を否定して
います。また体への影響が少ないと思い、紙巻たばこから禁煙目的で切り替える人もい
ますが、むしろ成功率は格段に低くなるという調査結果が出ています。
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金融機関ごとにインターネット
バンキングが異なるので、
何度もログイン作業が必要。
通帳で見る場合にも、複数の
通帳を記帳して
確認する手聞がかかる。

複数金融機関の口座を
ひとつの画面で
まとめて管理できる。
口座残高・明細は
自動で更新。
※原則、ご利用されている金融機関のインターネットバンキング契約が必要です。

導入前のお問い合わせ

岡崎信用金庫EBサービス： 0120−251−039
受付時間：平日8：45~19：00

休業日：土日祝、12/31~1/3

※コロナ感染拡大防止のため、当面の間12：30〜13：30まで休止時間を設けさせていただいております。

新型コロナウイルスに関する
相談窓口のご案内
岡崎信用金庫では、今般の新型コロナウイルスの感染症拡大により
直接的または間接的に影響を受けられた、または、今後影響を受ける
恐れのあるお客様を対象に、金融支援に取り組んでいます。

各営業店（市役所出張所を除く）に相談窓口を
設置しておりますので、お気軽にご相談ください
6
2

毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

守り育てる資産運用をご提案します

なごみの杜 の特徴
※購入時手数料：
１．
１０％
（消費税込）

日米欧の国債、
日米欧の株式指数インデックスを中心とした
運用を行い、
リスクを抑えつつ安定的な収益の確保を目指します。

発行／岡崎信用金庫
編集／地域振興部
︶
電話︿〇五六四﹀二五│七二一三
︵ http://www.okashin.co.jp

【投資信託に関するご注意事項】
投資信託は、
預金、
保険契約ではありません。
投資信託は、
預金保険機構、
保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
当金庫が取扱う投資信託は、
投資者保護基金の対象ではありません。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
投資信託は、
元本および利回り・分配金の保証はありません。
投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落
して元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価
額が下落して元本欠損が生ずることがあります。
投資信託の運用による利益および損失は、
ご購入されたお客さまに帰属します。
投資信託のご購入時には、買付時の１口あたりの基準価額
（買付価額）
に最大3.30％
（税込）
を乗じて得た額をご負担いただ
きます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5％の信託財産留保額が必要となります。また、
これらの手数料とは別に投
資信託の純資産総額の最大年2.0505％
（税込）
を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。
投資信託の取得のお申込に関しては、
クーリングオフ
（書面による解除）
の適用はありません。
投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必
ずお読みいただき、内容を確認・理解された上で、ご自身でご判断ください。

商号等／岡崎信用金庫 登録番号／登録金融機関 東海財務局長
（登金）
第30号 加入協会／日本証券業協会

詳しくは当金庫の窓口または

0120−053−060にてお尋ねください

