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　金峰地区は、大きな峠が 3つあり、いずれ
の峠も昔は町村との境堺となっていました。金
峰峠は旧鹿野町と旧須金村との境堺で、国木峠

たお

は旧須々万村との境堺、そして虻
あぶがだお

峠は旧向道村
との境目でした。
　峠は、まさに山の上下で、山里で生活するに
は大きな難所のひとつでした。山里の菅蔵地区
が、生活の中で１番多く利用していたのは、虻
峠だったそうです。地区のいずれの峠の頂上に
もお払いの注

し め な わ

連縄と御
ごへい

幣が張られていました。
それは今も守り続けられています。

（参考：山里の唄）

昭和の生活風景　
　鍛冶屋など１７軒あった集落で、明治の終りから大正の始め頃は、５０～６０人がこの
地で生活していました。昭和１０年頃には、８０人近く居住し、現在９軒残っています。
　第１次産業の竹・木の生産が主な生活源で、
炭や竹用具（籠やざる）を作っていました。
棚田には蕎

そ ば

麦や麦が植えられていました。昭
和１０年頃になると第２次産業が栄え始め、
都市部に人が流出していくことになります。
　この地区の唯一の湧水で、みんなの憩いの
場だった場所が残っています。当時は、金峰
山から湧く水を３つの池に分け、上から飲料
水用、食べ物などの洗い場、洗濯物のゆすぎ
場となっていました。現在残っているのが洗
濯物のゆすぎ場になっていた池です。

虻峠
　虻峠は他の２つの峠より、ゆるやかな峠であったため須々万から馬車で行商が来たり、
福川からイリコや干物を背中にかるって売りに来るなど行き交う道だったそうです。
　虻峠という名前には次のような昔話があります。

金
み た け

峰・菅
す げ ぞ う

蔵地区
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防長吉野の里
　防長の吉野をつくる会が、多くの人の心のふるさとづくりとして、日本一の桜山づくり
を目指し、平成６年から桜の植樹のほか、休耕田などへの四季の花づくり計画、竹林整備
などの活動に取り組んでいらっしゃいます。
　隔年に開催される花遍路では、桜が咲く中、地域を散策します。

金
み た け

峰の郷
さと

　築１５０年の空き家を活用し、平成２２年
春にオープンしたのが、農家レストラン「金
峰の郷」です。そばに流れる川の音が心地よ
い場所です。
　金峰地区には、桜のほかにも、アヤメ、エ
ビネ、アジサイなどの花が季節とともに一面
に咲き誇ります。この菅蔵地区には、６月に
アジサイが緑に包まれた山道に色を添えます。
　地元の藤永さんが、「それらを見に来た方が、コーヒーを飲んだりし、トイレ休憩する
場所があればいいな。」と思ったのをきっかけに始められ、色々な人がこの地区で交流し
て、お互いに声を掛けあえる、昔ながらの交流ができる場所になるようにと頑張っていらっ
しゃいます。
　メニューは、地元の食材を使用した「金峰御膳」があります。（デザート、コーヒー付）
膳の蓋に記してある紋章は「沢

おもだか

瀉」と呼ばれるものです。
白い可憐な花が咲き、昔から親しまれた植物です。
　毛利家の裏紋（女紋）として使用され、野点の時持っていくお弁当のお重や雛人形に飾
られたりしました。また、狩りなどの私的行事などでも使用されたそうです。

金峰の里
周南市金峰 4931

営業時間 :11：00～17：00
定 休 日 : 水、木曜日

☎ 0834-68-4700

　昔、峠のてっぺんに、大きな樫の木があり、旅人はそこで一休みしてから
峠を上り下りしていた。ある日、大向から金峰に戻る若者と、金峰から上っ
てきた年寄りの男が出会って、その木の根元で２人は昼寝をした。やがて、
若者が目を覚ますと、そばで寝ている年寄りの鼻の穴に１匹の虻が入って
行った。しばらくして鼻の穴から虻が飛び出してから男は目を覚まし、「こ
の木の根元を掘れば黄金が出ると虻が言った夢を見た。」と言って旅立とう
とするので、若者がその夢を１両で買った。若者が樫の木の根元を掘ったら、
そこから黄金の入った壺が出てきて、大金持ちの長者になった。
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「江戸時代の瓦版」と同じように「周南のかわら版」（ふるさとかわら版）を見ました。そ
の中の「昔の遊び」は、鹿野の倉冨良枝先生が書かれており、著書「鹿野の昔話」、「山里
の唄」などは「ふるさとの文化」そのものです。

　まど・みちお研究会も、ふるさと文化の研
究です。平成２０年６月に立ち上げ、今年で
３年目になります。毎月、周南市市民交流セ
ンター３階で市民有志１０名前後が集まり、
詩の朗読を中心に童謡文学の研究に取り組ん
でいます。本年９月で２９回目の研究会合に
なります。
　国際アンデルセン賞を受賞された、大先輩
詩人の心を「万物の命」「宇宙観」「平和の願
い」などを通し、たくさんのことを学んでき
ました。
　平成２２年度は、月例会と同時進行で、平
成２０・２１年度の活動の「調査研究報告書」
のまとめの作業に着手しています。

　童謡とは、子どもの心そのものに近づくこ
とです。たくさんの子ども達が出会いを待っ
ています。
　幼児時期に母から聞く昔話、読み聞かせが
今の時代に求められています。
　子どもの幸せのために、私達はこれからも
活動を頑張っていきます。

　まど・みちおさんは、本年１００歳になら
れ、今もお元気に、作詩活動や絵を書いて、
神奈川県川崎市で過ごしておられます。
　ご健勝をお祈りします。

　 　 　【 執筆；まどみちお研究会　　金子　純 】

活動紹介

まど・みちお研究会
～平成２１年度しゅうなん元気活動支援事業　助成団体～

ふるさと振興財団では、平成１６年度より市民活動において
新たな取り組みを目指す団体を対象に助成を行っています。
今回は、平成２１年度と平成２２年度の助成団体の中から活
動紹介をしていただきます。

まど・みちお研究会9月例会（H21.9）
（市民活動支援センター）

平成20年度研究活動報告会（H21.5）
（市民交流センター）

（H21.11）　湯野ふるさと祭「湯野小学校児童作品展」
（湯野公民館）

“にじの絵”　絵；湯野幼稚園児／詩；まど・みちお
（発表：昭和35年　51歳）　
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　福川地区に伝わる盆踊りには、「本踊り」と「さんさ踊り」があり、従来福川各地で開
催されていましたが、高齢化により経験者が減少したため、福川青年団が引き継ぎ、近年
は福川小学校の校庭で開催されていました。本年は、福川中心街（福川会館付近）の市道
で開催され、近年にない盛り上がりとなりました。

　これまでの「福川盆踊り唄」は、子ども達には
難解でした。そこで、盆踊り保存会から相談を受
け、新調盆踊り唄「ふるさと伝説」を創作するこ
とにしました。
　昨今、時代の急激な進展で地域固有の伝説等が
遠く彼方になったことから、題材は福川地区に古
くから伝わる「伝説」「歴史」「自然」を基調とし
ました。また、今一度、地域に埋もれているもの
を掘り起こして「ふるさと再発見」をするととも
に、子ども達への伝承を切に念願しています。

福川盆踊りを盛り上げる会
～平成２２年度しゅうなん元気活動支援事業　助成団体～

ふるさと伝説
作詞 / 変詞　中村忠雄

我らが福川　　故郷伝説
　新作口説きを　これよりゃ語る

①　豊後　黒髪　嶽山結ぶ
　若いふたりの恋物語
　三個重なる　大きな岩が
　嶽山　中腹には　カンカン石よ
②　ここのお家は　めでたいお家
　鶴と亀とが舞遊ぶナエー
　鶴と亀とは何と云うて遊ぶ
　お家繁盛と舞遊ぶナエ―
③　天保７年　市井木　東町に
　疫病が大流行て　小社建てて
　人丸様にお祈りしたら
　願い叶って病がしずまる
④　嶽のおろしの風吹く頃にゃ
　浜子泣かせの壺が待つよ
　力まかせに木づち振るたびに
　土の匂いが目にしみこむよ
⑤　いわし網業は　2 はいの船で

　ロクロを巻いて　網巻き上げる
　そらきた　ﾖｲﾄ巻いた　もたもたするな

　最後にﾄｺｾｲﾉﾔｰ　ﾖｲﾄﾚ ﾖｲﾄﾚ
⑥　黒髪　島の　石切り出して
　大阪城の　大石垣は
　一つひとつに　一に○の字
　彫り刻んでﾖｰ　組まれているﾖｰ
⑦　辰尾神社は　村の鎮守さま
　たき火にあたると　風邪ひかんとよ
　となりのﾊﾞﾊﾞｧｰさの　つらぁみんしゃいよ

　人を使うて　豆もくれもせず
⑧　福川　本陣　山陽道の
　宿駅として　栄えたものよ
　島津や肥後の　殿様方や
　多くの人で　にぎわった所よ
⑨　若山城攻める　毛利の兵が
　見て驚いた　城兵たちが
　顔やからだを　洗っているを
　水と見せたは　白米なのよ
⑩　ここは上迫　花河原　里よ
　空蝉の鳴声や　木霊が哀しい
　燃える城に　届けとばかり
　姫塚たずねて　たたずめば涙

⑪　天下　人の　太閤さんが
　西下の折りに　渇いた喉を
　うるおす水が　この湧き水よ
　味はまろやか　冷たい水よ
⑫　夜市川の　羽島に渡る
　橋がかかりて　毛利の姫が
　お出でくださり　そりゃたまげ
　たよ
　雛人形様に　そっくりだった
⑬　東に嶽山　小富士が映える
　レンゲ菜の花　メダカにホタル
　幼き夢を　育ててくれた
　古川の流れは　淀みなく清く
⑭　波のまにまに　舞う浜千鳥
　だれか哀れを　告ぐるらんよ
　時は大正　七月七日
　忘れもすまじ　十二日午後四時に
⑮　百雷一時に　落ちたかように
　周防は徳山　沖合深く
　戦艦　河内よ　南無阿弥陀仏
　仙島干渡に　南無阿弥

【執筆；福川盆踊りを盛り上げる会　代表　佐伯孝晴】
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遠石八幡様のお祭り

　遠石八幡宮のお祭りの１風景です。「今と変わりないじゃないか」と言われそうですが、
台座に馬の銅像がありません！宮司さんによりますと、戦争のために供出されたのが昭
和１８年、復活したのが昭和５５年だそうです。この写真は、「風俗から推測すると昭和
４０年代のお祭りでしょう。」ということでした。そうすると、私の少年時代であり、この時、
境内のどこかにいたかもしれません。
　祭になると、私の町を通って子ども神輿が練り歩きます。当時、私もいつか、あの青いハッ
ピを着てみたいものだ。と思っていましたが、叶わなかったのが残念な思い出です。ずら
りと並ぶ出店に、子どもたちは、みんなワクワクし、私といったら、串刺しのたこ焼きを
食べながら、輪投げに友達と興じて、ベビーカステラをおみやげに買って帰るのがパター
ンでした。

―　わたしたちは、ふるさとづくりを応援しています。　―

あなたのお気に入りスポットを募集中！
お寄せいただいた中から、編集委員で協議し、周南市内のおススメの場所を掲載していきます。

▼情報のご提供はコチラまで
財団法人周南市ふるさと振興財団（ふるさと産品の店こあ）
〒 745-0007 周南市岐南町 7-10 ☎ 0834-22-8516　FAX0834-22-8517　E ﾒｰﾙ：furusato@city.shunan.yamaguchi.jp

山陽道を歩こうⅥ
平成２２年１０月３1日（日）（雨天中止）

徳山開府 360 年記念　2010 秋の陣
＜徳山城下→ 福川本陣まで＞

参加料２００円（保険代）弁当持参
９：００集合（徳山駅交番横）

主催：山陽道を歩こう会

今回は、周南市
在住のＮさんか
らの投稿です。
ありがとうござ
いました。

周南市福川町本陣 15-32
AM10:00 ～ＰＭ 7:00　定休日：日曜日

（徳山店：周南市新町 2丁目　TEL0834-31-1480）
（富田店：周南市政所 1丁目　TEL0834-61-1480）

みそまんじゅう



［ � ］

　標高３３０ｍの八代の里でとれる大根は、長くて太くて、甘くて美味しいです。秋の「鶴
の里ウオーク大会」の賞品にもなっており、各地から参加されている人に喜ばれています。
　この大根、昔は、ほとんどの家で大量に作られ、大根漬け（沢庵）にされていました。
　先ず、大根を干すのですが、竹に干す家、紐でつるす家など、どこの家でも晩秋の軒下
を飾っていました。
　作り方は、だいたい同じで、ぬかと塩をまぶして樽に漬けるのですが、どこか微妙に違っ
ていて、それぞれの家で自慢の味となっていました。
　農作業にお弁当を持っていけば、どこのお弁当にも沢庵が入っていました。八代の人は
それを「こうこう」と言います。「うちのこうこう、食べてみいさん。」と分け合って自分
の家の「こうこう」を自慢しました。
　今では、さすがに自分の家で沢庵を漬ける家が少なくなりましたが、まだまだ沢庵漬の
伝統は守られています。最近は調味料も色々あり、漬け方も様々ですが、塩とぬかで樽に
漬けるのが主流です。

八代の大根漬け（沢庵）

【写真提供：中国新聞】

①　大根を干す（約１カ月）
②　ぬか・塩・昆布・唐辛子、それにナス
　の根・渋柿の皮などを混ぜて樽に漬ける。
③　約８～９カ月で、美味しく漬かります。

　　　【問い合わせ】
　周南市大字八代高代　福根和代
　　☎ 0833-91-0108
　（JA 周南で購入することができます。）

農家　福根義雄さんの家の作り方
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山陽道エピソード
≪松陰の足跡≫
　松陰を乗せたかごは、翌日夕刻には福川に到着していました。松陰はすそ野に梅林をも
つ若山をうたいました。「梅雨の長雨もやっと晴れた。古城で知れた若山が照り輝く様は
とても美しい」。安政６年５月２６日のことです（「涙松集」）。翌日、呼坂の有名な弟子の
寺嶋忠三郎との別れがあります。山陽道沿いにその碑がたてられています。
　遡りますが、『東遊日記』の中で、松陰は徳山城下を評しています。「整然としており、
俗的なものはあまり売っていない。武士の気風が定着していることが察せられる」。遠石・
櫛ヶ浜について、「うってかわって、ごちゃごちゃしている。城下のほうにこの風潮が波
及しなければよいが」と心配しています。（櫛ヶ浜の生まれの私はなにか分かる気がします。）

第６回

≪お姫橋ロマン≫
　山陽道が福川から西方へ伸びて、夜市川とぶつかったところに“お姫橋”という、なん
ともロマンチックな名前の橋が架かっています。どのようないわれ

4 4 4

があるのでしょう。こ
の夜市川河口付近は、かつて大きな入り江でした。入り江の最

さいおう

奥には羽島という島があり
ました。現在でも、航海の神様の三島神社があります。
　寛文１２年 (1672) に、この辺りが農地開墾のために、徳山藩の奨励で埋め立てられま
した。直営開作なので、民営と違って土手が強固でした。資金がお姫様の内証金だったこ
とで、この開作を「お姫様開作」と呼び、この開作に通ずる橋を“お姫橋”と呼んだと言
われています。

新南陽民俗資料展示室　西村　修一

次回は「見上ケ坂ミステリー」「お松さんを知っていますか」です。お楽しみに。

開作の資料 若山山頂からの遠望御姫橋

吉田松陰像（山口県文書館蔵） 夜市の一里塚付近から見た若山 松陰と寺嶋忠三郎の決別の地
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　ハンカチや手拭の 1 枚があればみんなで楽しく遊ぶことができた。ハンカチ落とし鬼
ごっこ、ハンカチ取り王様ごっこであった。
　ハンカチ落とし鬼ごっこは、最初にジャンケンで鬼を決める。みんなは円陣を組み輪に
なって内側に向いてすわる。鬼になった人はハンカチを持ち輪の外に立って、みんなの「用
意ドン」の合図で円周をみんなにハンカチが見えないようにして走り出す。輪にそって走
りながら途中で、すわっている人の背中の後にそっと、気づかれない様にハンカチを落す、
けれども走りは続ける。落とした人の所まで１周して、落としたことに気づかれなかった
ら「ドン。落としたよー」と背中をどんと押すと、そこで鬼はその人の場所にすわり鬼の
交代である。
　すわっている人は絶対に後を向いてはいけない約束であるから、鬼が走り去ると自分の
後にハンカチが落とされていないか手さぐり

4 4 4 4

でさぐって
4 4 4 4

見て確かめる。その時にハンカチ
が手にさわったら、いち早く取り鬼にタッチすると鬼にならないでもすむのだが、鬼の方
が早く、その席にすわられるとアウトで鬼の交代になる。また落とされていないか後を振
り向いて確かめるとアウトになって交代することになる。鬼になって気づかれない様に落
すタイミングと気づかれないスリル。すわっている人は落されたかなー。で手さぐり

4 4 4 4

のス
リル。どきどきしながらの鬼ごっこであった。

「私が子どもだった昭和の初め頃、今から８0 年ほどの前の山里の遊びです。」

文 と 絵 ： 倉 冨 良 枝

～ ハンカチ落とし ～
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