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東公園紅葉ライトアップ（11月27日㈮〜12月6日㈰。岡崎市）

ふれあい探訪

東海 道歴史の旅 − 藤 川 宿 ・ 岡 崎宿−

LIFE「新しい旅のエチケット」／ 家康公セミナー2020 オンライン講座開催のご案内

宿場町を訪ねて

ふれあい
探訪
第3回

︱藤川宿・岡崎宿 ︱

徳川家康公の整備によって大きく発展した東海道は
昔も今も変わらない 東西を結ぶ日本の大動脈

東海道歴史の旅

東海道は︑古代に日本を大きく地域

分けした五畿七道のうちの一つで︑東

西を結ぶ幹線道路です︒

慶長5年︵1600年︶︑関ヶ原の戦

いで勝利した徳川家康公は翌年︑五街

道︵東海道・中山道・甲州街道・奥州

街道・日光街道︶の整備に着手します︒

中でも江戸・日本橋から京・三条大橋

か所の宿駅が設置され

までの全長約492㌔には︑宿駅伝馬

制度が敷かれ

した︒

78

宿﹂です︒

紹介します︒第3回は﹁藤川宿・岡崎

では︑愛知県内の宿場町をシリーズで

が残されています︒﹁東海道歴史の旅﹂

宿があり︑街道には今も当時の街並み

愛知県内の東海道は約

㌔で︑9の

資が行き交う街道へと発展していきま

じめ多くの商人や旅人︑さまざまな物

が︑戦乱がなくなるにつれ各大名をは

東海道は軍事目的から整備されました

行政の中心となる江戸と京の都を結ぶ

ました︒これが東海道五十三次です︒
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愛知県指定天然記念物

▲藤川の松並木

1
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脇本陣跡

藤川宿資料館

資料館前に建つ門は江戸時代のもので、脇本陣として栄え
た当時の様子がうかがえます。藤川宿資料館には、当時の
藤川宿の街並みが再現された「藤川宿街道模型」や岡崎市
指定の歴史資料である「藤川宿高札」、慶長6年（1601年）
に発給された「藤川宿駒曳朱印状」のパネルなど、藤川宿
に関わる資料を展示しています。
住所：岡崎市藤川町字中町北6-1
営業時間：9時〜17時
休館日：月曜日、年末年始（12月29〜1月3日）
T E L：0564-23-6177（岡崎市教育委員会事務局 社会教育課文化財係）

「ここも三河
むらさき麦の
かきつばた」

東棒鼻跡
宿場の出入口を示す「棒鼻」。歌川広重の浮世絵には、
「棒鼻ノ図」が描かれています。
協力：岡崎市教育委員会

江戸時代、東海道を往来した松尾芭蕉は藤川
一帯に広がる絶景から平安の歌人 在原業平の
詠んだ八橋（知立）のかきつばたの句を想い
起こしこの句を詠みました。地元の人々に
よりむらさき麦の栽培が再現され、
毎年5月中旬に見頃を迎えます。

社会教育課

参考文献等：
・岡崎市公式HP
・岡崎市公式観光サイトHP「岡崎おでかけナビ」
・愛知県の公式観光ガイドHP「Aichi Now」
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岡崎宿

池鯉鮒宿

藤川宿
赤坂宿
御油宿
吉田宿

二川宿
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赤坂宿
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藤川宿
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岡崎宿
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鳴海宿
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鳴海宿

宮 宿
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藤川宿・岡崎宿 ︵岡崎市︶

藤川宿は江戸・日本橋より数えて 番
目︑岡崎宿は 番目の宿場です︒
藤川宿には︑約1㌔の間にクロマツ約
本が立ち並ぶ愛知県指定天然記念物の
﹁藤川の松並木﹂や宿場の出入口を示す
﹁棒鼻跡 ﹂︑江戸時代の門が残る﹁脇本
陣跡﹂など︑往時の風情を楽しむことが
できます︒
東海道五十三次の中でも屈指の規模を
誇る宿場町として賑わった岡崎宿︒豊臣
側の田中吉政は︑天正 年
︵1590年︶
に岡崎城入城後︑矢作川に治水工事を行
い︑菅生川の南にあった東海道を城下へ
引き入れるなど︑関東の徳川家康公の西
上に備え︑城下の整備にとりかかりまし
た︒城下の道は︑外敵には城までの距離
を伸ばし︑間道を利用して防御すること
ができる屈折の多い道が常で︑岡崎はそ
の典型︒しかし︑徳川の安定政権が続く
と防御の意味もなくなり︑城下町・宿場
町として栄えていきました︒現在のまち
なかに︑二十七曲りを示す碑を見つける
ことができます︒
38

宮宿

東海道歴史の旅

藤川宿・岡崎宿の名所を巡る

東海道五十三次の37番目 藤川宿は、愛知県指定天然記念物の「藤川の松並木」や江戸時代の門が残る
「脇本陣跡」、
道中記や古歌に読まれた「むらさき麦」の栽培地など、往時の面影を偲ぶことができます。
38番目の岡崎宿は、東海道五十三次の中でも屈指の規模を誇る宿場町として賑わった宿です。
城下町として栄えた岡崎宿には多くの曲がり角があったことから「岡崎二十七曲り」と呼ばれ、
現在でも街道筋には二十七曲りを示す碑や常夜燈が残されています。
※藤川宿／宿人口1,213人、家数302軒、旅籠36軒、本陣1軒、脇本陣1軒
岡崎宿／宿人口6,494人、家数1,565軒、旅籠112軒、本陣3軒、脇本陣3軒
『東海道宿村大概帳』
（江戸時代末期）
より

1

岡崎城下二十七曲り

欠町から伝馬通り、材木町から八帖町、矢作橋へとつなが
る旧街道は、多くの曲がり角があったことから「岡崎二十七
曲り」と呼ばれています。当時の面影を残す家屋が点在する
板屋町界隈や洋風建築の岡崎信用金庫資料館、伝馬通の歴史
を語る石彫が並ぶ岡崎伝馬歴史プロムナードなど、岡崎の歴
史を垣間見ることができます。

冠木門・二十七曲りの碑（若宮町）

二十七曲りの出発点です。石碑を見ると当時の曲がり角の
多さがわかります。

←金のわらじが
目印です！

伝馬歴史プロムナード碑

伝馬通りの南北両歩道に20基の石彫たちが並んでいます。
東海道有数の規模を誇った岡崎宿の宿場町伝馬のストーリ
ーを楽しむことができます。

金のわらじ案内柱を目
印に二十七曲りのコー
スを散策できます。
本陣や総門跡地には、
当時の場所を示す石碑
などが建てられていま
す。

石都・岡崎

常夜燈

岡崎市は良質な花崗岩（御影石）の産地で、日本3大石品生産地のひとつ
です。田中吉政は、城下町整備に関わる堀や石垣の築造に必要な石工を
河内や和泉（現在の大阪）から招いて城下の整備を行いました。街道の
夜道を照らした常夜燈は今もまちなかに見ることができます。
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隨念寺
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※家康公が生母於大と生き別れて以来、家康公を養育した人物

家康公も弓の稽古で訪れたという通称「徳王神社」。徳
王稲荷社と金刀比羅社の二社が合祀されています。境内に
は藤棚があり、4月から5月には「藤まつり」が開かれます。

住所：岡崎市門前町91-1

住所：岡崎市西中町2丁目1

電話：0564-22-5481

5

電話：0564-21-7209

国登録有形文化財

日本100名城

岡崎公園・岡崎城

岡崎信用金庫資料館

4

岡崎公園は、家康公が生誕した岡崎城を中心とした歴史
公園です。公園内には東照公えな塚や産湯の井戸など家康
公に関するさまざまな見どころがあります。

近代建築の第一人者、鈴木禎次氏の設計により、大正6年
に建造されました。ルネッサンス様式を基調に赤レンガと御
影石をふんだんに使用した重厚な本格的洋風建物です。

住所：岡崎市康生町561番地1

住所：岡崎市伝馬通1丁目58番地

電話：0564-22-2122（岡崎城）

愛知環状鉄道

矢作川

248

至名古屋

矢作橋

籠田公園

4

中岡
崎

5

岡崎公園・岡崎城

岡崎

公園

前

電話：0564-24-2367

※岡崎信用金庫資料館は改修工事に伴い現在臨時休館中です。

龍城橋

竹千代橋

3

岡崎信用金庫
資料館

隨念寺

2

1

徳王稲荷金刀比羅社

岡崎信用金庫本店

殿橋
名鉄名古屋本線

明代橋

郷土館

乙川

東岡

崎

吹矢橋

岡崎城下二十七曲り

1
至豊橋

4

こ

徳王稲荷金刀比羅社

2

永禄5年（1562年）、家康公が祖父 松平清康と、清康の妹
※
久姫の菩提を弔うため創建。楼門と白土塀が美しい寺です。

い な り

Life

暮らしに役立つ情報ページ

ご存知で
すか？

Life

「新しい旅のエチケット」

冬休みや年末年始に向け、そろそろ旅の計画を立てている方もお見えかと思います。皆様は
旅行へ出かける方に向けた「新しい旅のエチケット」をご存知でしょうか。これは、旅行者だ
けでなく、観光地の方々や観光事業者の方々もみんなで感染防止対策をして、楽しい旅を守る
ために作られた新しい旅のルールです。旅行の前に確認しておきましょう。

。
新しい旅行スタイルのキホン
●毎朝の健康チェックは、おしゃれな旅の身だしなみ。
●旅先の状況確認、忘れずに。
●スケジュールは、ゆったりのんびり、余裕をもって。
●握手より、笑顔で会釈の旅美人。
●屋外でのびのび満喫、ニッポンの自然。
●狭い場所、混んでる場所避け、安心ナイト。
●こまめに換気、
フレッシュ外気は旅のごちそう。
●旅ゆけば、何はともあれ、手洗い・消毒。
●だいじょうぶ、観光地はいつでもあなたを待ってます。
●あなたの協力が楽しい旅を守ります。

移動
●車内でもマスク忘れず、
さあ出発。
●楽しくも、車内のおしゃべり控えめに。
●すいている時期、時間帯で快適旅行。
●歩いたり、
自転車で発見！地域の魅力。

食事
●外での食事は、楽しく安心。
●取り分けて、安心・安全、
おいしい料理。
●横並び、料理がもっとよく見える。
●おしゃべりをほどほどにして、味わうグルメ。
●うまい酒、注がず注がれず、マイペース。

ショッピ ング
●すいている時間に、安心ショッピング。
●おみやげは、あれこれ触らず目で選ぼう。
●レジ待ちも、間を空けてゆったりと。
●歓迎です、少ない額の電子決済。

●マスク着け、
私も安心、周りも安心。

●混んでたら、今はやめて
後からゆっくり。

●間あけ、ゆったり並べば、
気持ちもゆったり。

宿泊
●人前で、マスク着用、エチケット。
●おしゃべりは、部屋に入って存分に。
●大浴場、
大浴場、静かにゆっくりいい湯だな。
●部屋の窓、
ときどき空けてリフレッシュ。
●同宿者、少し離れてご挨拶。
●ドアノブやエレベータ、触れたらすぐに手を洗おう。
●手洗いと手指消毒で、安心ステイ。

観光施設
●すいた時間・場所を選んで
安心観光。
●予約とり、並ばず、ゆったり、楽しい観光。
●狭い部屋、長居は無用、お先に失礼。
●おしゃれで安心、オンラインチケットにキャッシュレス。
●忘れるな、マスクは安心の入場券。
●おしゃべりは控え目に、手洗いは早めに。

旅行連絡会

国土交通省・観光庁ホームページより一部抜粋
2020年11月 No.796
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家康公セミナー2020 オンライン講座開催のご案内 【全１６回】

今年は家康公の関東移封、江戸打入り（江
戸入りを強調した言葉）から430年の節目に
あたります。
今回、この「江戸打入り」から始まる家康
公の新たな国づくりを中心に、家康公の生涯
を全16回で学ぶオンライン講座を開催いた
しますので、ぜひご視聴くださるようご案内
いたします。

■講
■内

師／岡崎ふるさと歴史教室主宰・歴史研究家 市橋 章男 氏
容／配信日 ＜１回15分程度 ※各回の内容により前後します。＞

○ 第１章「誕生、幼少期から三河統一」※テーマは変更になる場合があります。
第１回配信 10/23 ㈮ ①松平一族の状況と寅童子誕生
②人質時代と桶狭間の合戦
第２回配信 10/30 ㈮ ③立志自立と三河一向一揆
④三河統一と家臣団再編、徳川復姓
○ 第２章「五ヶ国大名 徳川家康の誕生」
第３回配信 11/06 ㈮ ⑤浜松進出と姉川、三方ヶ原の合戦
⑥武田氏との戦いと信康事件
第４回配信 11/13 ㈮ ⑦伊賀越えの危機と五ヶ国領有
⑧秀吉との対立と臣従
○ 第３章「関東移封と江戸開幕」
第５回配信 11/20 ㈮ ⑨関東移封 家臣団の配置と江戸開発
⑩豊臣政権下での家康公
第６回配信 11/27 ㈮ ⑪関ヶ原の合戦と江戸開幕
⑫諸制度の整備と豊臣氏との関係
○ 第４章「新たな国づくり」
第７回配信 12/04 ㈮ ⑬大御所政治 平和国家への布石
⑭大坂の陣と元和偃武
第８回配信 12/11 ㈮ ⑮大都市・江戸の町づくり/明暦の大火と再開発事業
⑯家臣たちの国づくり/大多喜、館林、高崎

■視聴方法／家康公検定2020ホームページよりご覧いただけます。
https://ieyasukou.jp/
■お問合せ
6
2

一般社団法人徳川家康公に学ぶ会
（岡崎信用金庫 地域振興部内）TEL 0564-25-7213

Online家康公セミナー

守り育てる資産運用をご提案します
毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

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。

【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

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

詳しくは当金庫の窓口または

加入協会／日本証券業協会

0120−053−060にてお尋ねください

マックスバリュ東海荒尾店（東海市）に
当金庫のＡＴＭを設置
マックスバリュへ
お越しの際は
ぜひご利用ください！

大府支店 マックスバリュ東海荒尾出張所
愛知県東海市荒尾町丸根1番22
利用時間（平日、土・日曜日、祝日）／8：00〜21：00

