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はじめに

現在の自宅は神奈川県海老名市にあり、住んで 25年目になります。これまで長く住んだ

場所としては、高校生まで住んだ大分県大分市に18年間、新潟県の胎内市（旧 北蒲原郡

中条町）と新発田市に 15 年間です。居住年数の長さからいうと、大分市は「第一の故郷」、

新潟県は「第二の故郷」と言えます。大分市には高校までの色々な思い出があります。また

新潟県には、結婚、子供の誕生・成長で、また色々な思い出があります。

今回 24 年ぶりに「第二の故郷」の新潟を訪れる旅行に、愛車（SKYLINE 250GT）で出掛

けました。車で出掛けるということで、往復に福島、長野、山梨の観光を含め、4 泊 5 日、

1,288 km の行程になりました。

本書では、「第二の故郷」の新潟県の変貌ぶりを中心に紹介するとともに、往復時の観

光内容を紹介します。

＜補足＞

本文中に中条時代、大出時代、新発田時代の表現を用いていますが、以下のことを表し

ています。

（1）中条時代：（株）日立製作所中条工場に勤務していた期間、下記（1）、（2）の合計

1976 年 5 月～1991 年 2 月の 15 年間

（2）大出時代：胎内市の大出にある日立社宅（工場に隣接）に居住していた期間

1976 年 5 月～1988 年 8 月の 12 年間

（3）新発田時代：新発田市城北町の一軒家に居住していた期間

1988 年 8 月～1991 年 2 月の 3年間
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1．行程

自宅から福島県、新潟県、長野県、山梨県をドライブして自宅に戻る 4泊 5日の行程で、

「第二の故郷」の新潟に行ってきました。福島県、長野県、山梨県を通ったのは観光のため

です。

図 1 に行程図を示します。●は宿泊した場所です。

道案内は「カーナビ」ですが、6 年前の地図情報のままなので最近の道路変更には対応

しておらず、カーナビが迷子状態になることが多々ありました。特に新潟県では高速道路の

新設・延長が進んでいて、カーナビは最新のインターチェンジを案内してくれませんでした。

佐渡

福島県

神奈川県

長野県

山梨県

新潟県

村上市 ●

胎内市 ●

新発田市 ●

● 新潟市

●善光寺

● 昇仙峡

海老名市 ●

●塔のへつり

●大内宿

●鶴ヶ城、飯盛山

●野尻湖

●懐古園

● 松本城

●弥彦神社

●寺泊

図 1 行程図
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表 1に行程の詳細を示します。

表 1 行程の詳細

日目

（月/日） 行程

走行距離

（km） 訪れた場所

1

（4/16）

自宅→

会津若松市

363 塔のへつり、宿場大内宿、会津鶴ヶ城、

会津武家屋敷、飯盛山

2

（4/17）

会津若松→

新発田市→

胎内市

207 瓢湖、月岡温泉、五十公野公園、御幸町、

清水園、城北町、新発田城、関塚医院、

二葉小学校、胎内観音、胎内スキー場、

Royal Tainai Park Hotel、大出地区、新井浜地区

3

（4/18）

胎内市→

村上市→

新潟市

122 乙宝寺、お幕場森林公園、瀬波温泉、

イヨボヤ会館、おしゃぎり会館、若林家住宅、

村上城址、マリンピア日本海、白山神社

4

（4/19）

新潟市→

戸隠→

長野市

236 弥彦神社、国上寺、寺泊魚の市場通り、

野尻湖、戸隠神社奥社・中社・宝光社、

戸隠スキー場、善光寺

5

（4/20）

長野市→

甲府市→

自宅

360 懐古園、国宝松本城、安良居神社、

御岳昇仙峡、金桜神社、武田神社

（備考）朱記は初めて訪れた場所です。

2、3 日目が「第二の故郷」の新潟を訪ねる行程で、1、4、5 日目が観光になっています。

本書では、2、3日目の内容を最初に記述（4ページから）し、後半に1、4、5日目の観光を記

述（22 ページから）します。

写真は、今回のドライブ旅で 1,288km 走っ

た、愛車の SKYLINE 250GT です。高速道路

を多く走ったので、10.4km/ℓという高燃費で走

りました。

安定した走行性能を持ち、かつ乗り心地の

良い車なので、運転の疲れは全くありません

でした。
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ホテル「泉慶」

瓢湖

2． 「第二の故郷」新潟を訪ねる旅（4/17、18）

（1） 新発田市

● 瓢湖・・・国の天然記念物、ラムサール条約登録湿地

「白鳥の渡来地」として全国的に有名です。

故吉川重三郎氏が日本で初めて野生の白鳥

の餌付けに成功したことで、注目を浴びまし

た。毎年 10 月中旬に第一陣が訪れ、3 月下

旬まで滞在します。11 月下旬頃のピーク時に

は 5,000 羽を超える白鳥が飛来します。遠地

から来客があった際は、必ずここを案内して

いました。

24 年ぶりに訪れましたが、この時期白鳥は

既に北に戻っていて、数羽しかいませんでし

た。瓢湖に隣接して「あやめ園」ができていて、

ミズバショウが多く咲いていました。

● 月岡温泉

瀬波温泉と共に新潟の奥座敷として急速に

発展を遂げるようになり、県内有数の行楽温

泉です。

職場の忘年会・新年会などでよく利用しまし

た。金曜日に行うことが通常で、ホテルから工

場に迎えの送迎バスがきます。宴会終了後は

送迎バスで帰宅しますが、余分に 4、5千円払

うと朝食付きの一泊ができたので、いつも泊

まっていました。このシステムは瀬波温泉でも

同様だったので、瀬波温泉でもいつも泊まっ

ていました。泊まる時は、送迎バスを利用する

のではなく、翌日の帰宅のためマイカーでホテルに行きました。写真の「泉慶」は、忘年会・

新年会などでよく利用したホテルです。

餌（パンくず）に群がる白鳥とカモ 1981 年 1 月の瓢湖
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● 五十公野公園

アスレチックスや釣りが楽しめる「升潟」、300 品種 60 万本のあやめが咲く「あやめ園」な

ど、子供から大人まで楽しめる公園です。新発田時代は、弁当を持ってよくピクニックに出

掛けていました。長男は「ザリガニ池」でザリガニを釣って遊んでいました。

＜余談＞マラソン大会

走るのが得意な長男が、何の準備のない

まま五十公野公園で開催されたマラソン大会

に出場しました。結果は、見事 6 位入賞でし

た。

● 新発田城・・・日本 100 名城

新発田城は別名「あやめ城」とも呼ばれており、本丸表門、旧二の丸隅櫓が現存してい

ましたが、2004年には三階櫓と辰巳櫓が復元されました。歴史が香る城下町新発田のシン

ボルです。桜のシーズンは、多くの花見客で賑わいます。

城北町の旧自宅からは歩いて 10 分位の場所で、よく家族で遊びに行きました。

升潟と桜 ザリガニ池

1990 年 9 月

本丸表門（国の重要文化財） 復元された三階櫓
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● 清水園・足軽長屋

江戸時代に新発田藩により造られました。

近江八景を取り入れた回遊式庭園で、中央

には草書体の「水」の字をかたどった池が配

置されており、池の周囲には五つの茶室が点

在しています。新発田川を挟んで隣には「足

軽長屋」があります。遠地から来客があった

際は、必ずここを案内していました。

● 城北町の旧自宅

1988 年に、上司の転勤に伴い上司の一戸建て住宅を譲り受けました。土地 70 坪で、家

屋は 37 坪の 4LDK、セキスイハイム製のプレハブ住宅です。

1991 年に神奈川県の情報システム部門に転属し、この家は一時中条工場の同僚に貸し

ましたが、この方も直ぐに転属になり結局売りに出しました。しばらく売れませんでしたが、

ある会社が社員の社宅用として購入しました。

今回訪れましたが、外形は変わりませんでしたが玄関戸が傷んでいる、表札が無い、障

子が破れている、庭が荒れ放題になっているなど、どうやら空き家になっているようでした。

一抹の寂しさを感じました。

池

茶室（桐庵） 足軽長屋

長女が新発田城二の丸隅櫓の前で

（1988 年 4 月）
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＜余談＞一心寿司

城北町の旧自宅から歩いて5分、国道7号

線に面して回転寿司の「一心寿司」がありま

す。新発田時代からある寿司屋で、外食好き

の我が家はよく行きました。当時も回転寿司

でしたが、座敷が多くあったので、座敷に座り

回転台から寿司を取り食べていました。

今回の旅行で、板前さんと昔の話をしなが

ら昼食を頂きました。

● 二葉小学校

長女が 3 年間（小 4～小 6）、長男が１年間

（小 1）通った小学校です。運動会の観戦など

の思い出がありますが、一番の思い出は長

男のマラソン大会の応援です。長男は途中で

靴が脱げ順位を落としましたが、頑張って最

後は 2 位になりました。（靴が脱げてなかった

ら優勝だったかも？）

長男のマラソン大会（1990 年）二葉小学校

航空写真（1990 年）

玄関 全体の外観
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● 関塚医院

長男が産まれた産婦人科病院です。今日

は産まれないだろということでビールを飲んで

床についたら妻が産気づき、睡眠中の長女を

車に乗せ飲酒運転で病院に行きました。

早朝無事に産まれ、長女が目を覚まし弟と

の対面を喜んだのを覚えています。

● 御幸町の友人宅

御幸町には中条時代に仲の良かった先輩の K さんと I さんが住んでいます。ご自宅を訪

れましたが、お二人とも不在でした。K さんは現在マレーシアに居住中で、不在は承知して

いました。I さんは車が無かったので外出中だったと思います。

＜余談＞新発田まつり

「新発田まつり」は、毎年 8 月 27～29 日に行われます。期間中は市民による民踊流しや

各団体が趣向を凝らして参加するパレードなど、様々な行事が行われます。中でも最終日

に行われる「帰り台輪」は、男衆が熱い心意気をぶつけ合い街中に台輪を曳きだすもので、

その勇壮さは多くの観光客を魅了します。「帰り台輪」はその激しさから、「喧嘩台輪」とも言

われます。中条時代に何度も見物しました。

帰り台輪（1985 年）新発田まつり（1990 年）

K さん宅 I さん宅
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仁王門

（2） 胎内市

● 胎内観音

胎内観音は青銅製の観音としては日本一

の大きさです。これは1967年に起きた羽越水

害の犠牲者の冥福を祈ると共に、国土の安

全や平和の祈念を込めて、1970 年に建立さ

れたものです。

この観音像を祀る地には不思議な石が安

置されています。1971 年、この胎内観音に参

拝した新潟市在住の男性が、近くで石を拾い

持ち帰り泥を落とすと、おかっぱ頭の少女の

顔とはっきりと分かる石の模様が浮かび上が

っていることに気付きました。おそらく先の水

害で亡くなった人の念が浮かび上がったものと感じた男性は、この石を胎内観音にある帰

林殿に納めました。これが童女石と呼ばれる石の来歴です。

● 胎内スキー場

中条工場から車で約30分の距離にあります。ナイター設備があるので、仕事の後にスキ

ーに行く社員が多くいました。私はこのスキー場でスキーはしませんでしたが、新発田市に

転居してからは「ニノックススキー場」で家族とスキーを楽しみました。このスキー場は新発

田市の旧自宅から車で、約 30 分間で行くことができました。

胎内観音 童女石
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● Royal Tainai Park Hotel

旧黒川村（現在は胎内市）は、1966〜67 年

の胎内川の氾濫による破壊的な被害から立

ち直った後、補助金を活用した村直営の観光

事業として、ホテル業に着手しました。当時の

村長は「造るなら本物」という理念で「5 つ星

の贅沢」をコンセプトにし、この Royal Tainai

Park Hotel を完成させました。

1972年、昭和天皇・皇后両陛下がこのホテ

ルに宿泊されました。

● 新井浜地区

中条工場から歩いて 20 分ほどで日本海の海岸に出ます。この海岸が新井浜で、海岸沿

いに新井浜集落があります。大出時代は地引網などの漁業も行なわれていて、職場の娯

楽行事で地引網も楽しみました。キス釣りもでき、よく釣りに出掛けました。

● 日本海カントリークラブ

中条工場から歩いて 10 分ほどの場所にあります。ここの練習場は防球ネットが無く、距

離も 250 ヤードほどあるので打ちごたえがあります。私も管理職になってここでゴルフを始

め、何度かコンペに出場しました。鮮やかな芝の緑と、ゴルフ場周囲の豚舎の匂いが記憶

にあります。

新井浜集落 新井浜

クラブハウス 松林に囲まれたコース
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本館（3 階が私が勤務した設計部署）

● （株）日立産機システム 中条事業所（旧 （株）日立製作所中条工場）

（株）日立製作所創立以来、その発展

の歴史と共に歩んできた東京都の「亀

戸工場」が、1974 年に現在の地に「中条

工場」として移転、そして 2002 年に（株）

日立製作所から分離・統合し「（株）日立

産機システム」の「中条事業所」として新

しくスタートしました。日本海に面した緑

の松林に囲まれた自然環境の中にある

最新鋭の工場です。

私は亀戸工場に 1973 年に入社し、1

年間のドイツ駐在後 1976 年に中条工場

に赴任しました。工場では、電磁開閉器の設計に携わっていましたが 15 年間の勤務後、

1991 年に神奈川県の情報システム部門に転属しました。

移転時は最新鋭の工場建屋の他、表 2 に示す福利厚生施設が整備されました。しかし、

今回訪れてみて表 2のように状況が変わっていました。寂しい限りです。

表 2 福利厚生施設

No. 項目 移転時の状況 現状（2015 年 4 月）

1 社宅 2DK 社宅、3DK 社宅、

管理者社宅など 10 棟

１棟（閉鎖中）を残し、他は解体

2 独身寮 男子寮 2棟、女子寮 1棟 男子寮 1棟を残し、他は解体

3 福利 診療所 現存（閉鎖中）

施設 スーパーマーケット 現存（閉鎖中）

社員クラブ（飲食が可能） 現存（使用中かは不明）

4 スポーツ 体育館 現存（閉鎖中）

施設 野球グランド 用地に太陽光発電システムを設置

テニスコート 近くに風力発電システム 3機を設置

工場へ向かう桜並木 元野球グランドの太陽光発電システム
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● 大出地区での居住

中条工場に赴任してからは、当初独身寮に住みました。結婚して 2DK 社宅に、長女が産

まれて 3DK 社宅に住みました。大出地区に 1976 年から 1988 年までの 12 年間住んだ後、

新発田市城北町の一軒家に転居しました。社宅には畑が無かったので、地元の農家から

土地を借り家庭菜園を楽しみました。

今回大出地区を訪れましたが、独身寮、2DK、3DK の社宅は解体されて無くなり、当時利

用したスーパーマーケットは閉鎖されていました。道を歩く人は一人もいなく、寂しい限りで

した。

● 大出地区の保育園、学校

長女は村上市坂町の「あらかわ幼稚園」と

「大出小学校」に通い、新発田市に転居後は

「二葉小学校」に通いました。長男は「大出保

育園」に通い、新発田市に転居後は「新発田

幼稚園」を経て「二葉小学校」に通いました。

現在大出保育園は閉園で、建屋は会社が

使っていました。建屋は会社用に変更されて

いましたが、プールはそのまま残っていまし

た。

風力発電システム ただ 1棟（閉鎖中）残る 2DK 社宅

閉園した大出保育園のプール跡

移転当初の賑わう社宅（1977 年） 家庭菜園を楽しんだ畑（1987 年）
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大出小学校も閉校、解体され、跡地には介護施設が建っていました。小学校の名残とし

て、入口にあった校歌を刻んだモニュメントと円形の花壇が残っていました。大出小学校は

他の 2校と統合され「きのと小学校」になっていました。

乙中学校は昔のままの状態で現存していました。

大出小学校の航空写真（1987 年）

大出小学校の校歌が刻まれた碑 円形の花壇

乙中学校3 校の統合でできた「きのと小学校」
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＜余談＞どっこん水

どっこん水は北越後、飯豊連峰を源とし、

地下にもぐって大地のミネラルをたっぷり含

んで再び大地に湧き出した水です。大出小学

校の近くにどっこん水が湧き出ていて、小学

生が学校の帰りによく飲んでいました。

● 胎内市のチューリップ

胎内市はチューリップの球根生産が盛んで、

海岸の道路沿いにはチューリップ畑が続きま

す。球根作りが目的なので、開花すると花は

直ぐに摘み取って球根を大きく育てます。

● 地本のミズバショウ

地本にミズバショウの群落があります。1.4haの場所に約17,000株が群生しています。今

回訪れましたが、開花のピークが過ぎていました。

● 乙宝寺

境内には国の重要文化財である三重塔や、大日堂（本堂）、本坊、方丈殿、六角堂、弁

天堂、観音堂、地蔵堂などが建っています。新潟県屈指の古寺で、釈迦の左眼を納めたと

伝える舎利塔など、寺にまつわる伝説や逸話が多く残されています。

参道横には池があり鯉や亀を見る目的で、大出時代に家族とよく行きました。

1979 年 4 月
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＜余談＞雪国の雪対策

雪国では雪吹雪で車が立ち往生することがよくあります。立ち往生のままだと車が雪に

埋もれ、最悪マフラーからの排気ガスが車内に入り込み人命が危うくなります。両脇に何も

ない道路の雪吹雪は激しく、これを防止するのが「防雪棚」です。写真は、防雪のための壁

を上方に折りたたんだ状態です。冬季は下方に下し防雪壁を作ります。

道路に降り積もった雪を融かすのが「融雪パイプ」です。道路の中央付近に埋設された

パイプから地下水が噴きだし雪を融かします。雪国の主要な道路には融雪パイプが設置さ

れています。

防雪柵 融雪パイプ

大日堂（本堂） 三重塔（国の重要文化財）

参道 参道横の池と金毘羅堂
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（3） 村上市

● お幕場森林公園

村上藩当時、殿様や奥方、奥女中の遊園、行楽の場と言われています。大池は、冬場に

は白鳥の飛来地として知られ、白鳥他の多くの水鳥の観察に適しています。

● 瀬波温泉

1904 年に石油掘削中に熱湯が噴出し、瀬波温泉街ができました。日本海の海岸が近い

ので、夏は海水浴と温泉を楽しむ家族連れで賑わいます。

写真の「はぎのや」は、中条時代に忘年会・新年会などでよく利用したホテルです。

＜余談＞瀬波保養所

過去は日立直営の保養所が多くありました

が、今は保養所を持たない方針で、現在の日

立直営の保養所は「伊豆たが荘」、「浴風荘」、

「浴風荘」の 3 ヶ所のみです。しかもこれら保

養所も売却を進めています。

瀬波保養所も日立直営の保養所で中条工

場が管理事業所でしたが、売却され一般の

宿泊施設になりました。しかし今回訪れた時

は閉鎖状態になっていました。

ホテル「龍泉」の湯元 ホテル「はぎのや」

旧 日立瀬波保養所
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駅前観光案内所「むらかみ旅なび館」

＜余談＞観光案内所での偶然の出会い

村上市内の観光に当たり、良い観光場所

を教えてもらうべくJR村上駅前の「観光案内

所」に行きました。ここで以下に紹介する「イ

ヨボヤ会館」、「おしゃぎり会館」、「見学でき

る町屋」、「村上城址」などの紹介を受けまし

た。

ここでの雑談として、私が 24 年前まで中

条工場に勤務していたこと、私の苗字が「村

上」で妻の旧姓が「平林」（村上駅から2つ隣

の駅が平林駅）ということを話しました。する

と案内所の女性が、「開閉器設計の村上技

師ですか？」と尋ねられたので「はい」と答えました。両者しばしびっくりですが、その女性は

中条工場で電話の交換手をしていたとのことです。外部からの電話は、代表電話番号を通

して職場につながってきます。その時は交換手から、「○○会社の□□さんから、村上技師

に電話が掛かっています。お繋します。」と電話が掛かってきます。このやり取りから、交換

手としては名前と部署と役職と内線番号を覚えることは必須です。（席替えが行われると内

線番号が変わったりするので、最新の座席表は交換台に送るようにしていました。）

日常の業務では交換手と顔を合わせることはないので、この女性の顔も名前もしりませ

ん。私の苗字が「村上」という雑談をしなかったら、この出会いは無かったことになります。

技師は 28 年前のことなので、28 年経っても私の名前や部署を憶えて頂いていることに驚く

とともに嬉しく思いました。しばし中条工場のことを懐かしく話をしました。

● イヨボヤ会館

「イヨボヤ」とは、村上の方言で鮭のことです。イヨボヤ会館では、村上市を流れる三面川

の鮭に関する歴史や文化などを知ることができます。

イヨボヤ会館は 1987 年にオープンしていますが、中条時代には訪れたことがありません。

ただ三面川には何度か訪れ、鮭漁を見物しました。採卵後のメス鮭は売りに出され、買って

帰ったのを覚えています。

イヨボヤ会館 鮭が遡上する三面川
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● おしゃぎり会館

村上大祭で曳き回す「おしゃぎり」（山車のこと）を展示していることから おしゃぎり会館

の愛称で呼ばれています。中条時代は、残念ながら村上大祭を見たことはありません。

● 若林家住宅・・・国の重要文化財

中級武家屋敷の遺構です。建物は東西に棟を持つ居室部と、南北に棟を持つ座敷部か

らなるＬ字型の曲屋で、屋根は寄棟造、茅葺です。建築年代は 1800 年頃と推測されます。

● 味匠喜っ川（見学できる町屋）

町人町の店舗を旅の人々に公開する「見学できる町屋」（22 店舗）の制度があります。

「味匠喜っ川」は「見学できる町屋」の一軒で、鮭の塩引きを製造・販売しています。

おしゃぎりの先導を務める学童の荒馬

玄関 庭と住宅

味匠喜っ川の鮭の塩引き味匠喜っ川と益甚（日本酒）

上町のおしゃぎり
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● 村上城址・・・国史跡

標高 135m の臥牛山に築かれた城です。現在、天守櫓・門などの城郭建造物は存在しま

せんが、城跡一帯には戦国時代の遺構と、江戸時代遺構が混在して残っています。

● 村上駅と平林駅

私の苗字が「村上」で、妻の旧姓が「平林」なので、妻の両親が来た際は「村上駅」と「平

林駅」を案内しました。村上駅は町おこしでレトロ調にリニューアルされ、観光地としての「村

上市」をアピールしていました。一方平林駅は、周囲には何もなく無人駅になっていました。

● あらかわ幼稚園

長女が通ったあらかわ幼稚園ですが、閉園になっていました。

村上城の城壁 山頂から見る日本海と三面川

レトロ調にリニューアルされた村上駅 平林駅
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（4） 新潟市

● マリンピア日本海（新潟市）

日本海側で有数の規模を誇る水族館です。2013 年 7 月にリニューアルしました。中条時

代（当時の呼び名は「新潟水族館」でした。）、家族で何度も訪れました。

● 白山神社（新潟市）

新潟の総鎮守として千有余年の歴史のある神社です。各種お祓い・ご祈祷や神前結婚

式、お守りの授与などを行っています。長女と長男の七五三のお祝いをこの神社で行いま

した。

回遊漕の魚 イルカショー

大鳥居と賑わう露店 本殿

長女の七五三（1985 年） 長男の七五三（1987年）
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● 新潟市内

美川憲一さんが歌う「新潟ブルース」に万

代橋が出てきます。万代シティは、中央区万

代・八千代地区にある商業地です。万代シテ

ィに展望塔の「レインボータワー」があります

が、2012 年で営業を停止しました。

中条時代はよく万代シティに出掛けまし

た。

＜余談＞ブロンコ（ウエスタン&メキシコ料理店）

ブロンコはJR新潟駅の南口にあります。ス

テーキやハンバーグの美味しい店として有名

です。中条時代に家族でよく食事に行きまし

た。ステーキがアメリカ風でとても美味しく、家

族全員がステーキを食べました。食事が終わ

り支払いをすると、「ロッテ グリーンガム」が

頂けました。子供たちはこのガムも楽しんで

いました。

今回、JR 新潟駅北口にあるホテルに泊ま

りましたが、夕食はブロンコでステーキを食べました。食後、やはりグリーンガムを頂きまし

た。

万代橋

万代シティ レインボータワー
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3． 往路の観光（4/16）

(1) 塔のへつり（福島県下郷町）・・・国の天然記念物

「へつり」とは、方言で「川に沿った断崖、急斜面」のことです。長年の浸食と風化でできた

奇岩、怪石の景観が素晴らしいです。吊橋のたもとに虚空蔵菩薩が祀られています。

(2) 宿場 大内宿（福島県下郷町）・・・国の重要伝統的建造物群保存地区

会津若松と日光市今市を結ぶ会津西街道沿いに栄えた宿場町です。約 500m 続く道沿

いに、40 軒ほどの茅葺屋根の古民家が立ち並びます。

(3) 会津 鶴ヶ城（福島県会津若松市）

約630年前に築かれた東黒川館がはじまりです。1874年に取り壊されましたが、1965年

に再建されました。 2011 年に赤瓦へふき替えし、幕末当時の姿を再現しました。

藤見橋と烏帽子塔岩・護摩塔岩

見晴台からの眺望

天守閣と桜表門（鉄門）

大内宿 西街道

尾形塔岩・九輪塔岩・櫓塔岩
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(4) 飯盛山（福島県会津若松市）

白虎隊士 19 名の最期の地となったのが飯盛山です。山頂に白虎隊士の墓と、自刃の地

があります。中腹の「会津さざえ堂」は、二重らせん構造の斜路を持つ特異な建物です。

(5) 会津武家屋敷（福島県会津若松市）

会津の歴史・文化の情報発信と伝承を使命とする総合文化施設です。会津藩家老の屋

敷、藩米精米所、陣屋、茶室、歴史資料館などがあります。

白虎隊自刃の地 会津さざえ堂（国指定重要文化財）

家老屋敷会津武家屋敷入口
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4． 復路の観光（4/19、20）

（1） 弥彦神社（新潟県弥彦村）

弥彦山の東麓、杉・ケヤキの森の中に社殿を構えた越後国一ノ宮です。現在の社殿は

1916 年の再建で、弥彦山を背にした荘厳なたたずまいを見せています。

（2） 国上寺（新潟県燕市）

創建 702 年という越後最古の寺です。標高 313mの国上山の中腹にあり、境内からは日

本海や信濃川が一望できます。近くに良寛が晩年を過ごした「五合庵」があります。

（3） 寺泊魚の市場通り（新潟県長岡市）

通称「魚のアメ横」と呼ばれる海産物市場が軒を連ねています。

一の鳥居 拝殿

本堂 童と遊ぶ良寛様の像

魚の市場通り ズワイガニ
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（4） 野尻湖（長野県信濃町）

ナウマンゾウの化石が出土する湖としても知られています。遊覧船で渡る湖内の琵琶島

には宇賀神社があり、パワースポットとして有名です。

（5） 戸隠神社（長野市）

戸隠神社は霊山・戸隠山の麓にある、奥社・中社・宝光社・九頭龍社・火之御子社の五

社からなり、創建以来二千年余りに及ぶ歴史を刻む神社です。

● 奥社

戸隠神社の御本社で、開運・心願成就・五穀豊熟・スポーツ必勝などにご利益があるとさ

れ、多くの参拝者が訪れます。参道は約 2 キロ、中程には萱葺きの赤い随神門があり、そ

の先は天然記念物にも指定されている樹齢約 400 年を超える杉並木が続いています。

多くの方が随神門で引き返す中、雪道を歩き何度も転びそうになりながらも奥社を参拝し

てきました。

参拝の証しとして、奥社の傍に落ちていた枝を拾ってきまし

た。生木だったので自宅で水に挿していたら、先端のつぼみが

開き始めました。どんな姿になるか、楽しみです。

湖内の琵琶島に鎮座する「宇賀神社」 観光客を琵琶島に案内する遊覧船

戸隠神社奥社入口の鳥居 雪に埋もれた「戸隠神社奥社」

2015 年 4 月 27 日
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● 中社

境内には樹齢700年を超えるご神木、樹齢800年を超える三本杉があり、戸隠神社の社

務所が置かれています。

● 宝光社

杉の古木の中、270 余段の石段を登ると荘厳な社殿があります。開拓・学問・技芸・裁縫

の神、安産の神、女性や子供の守り神としてご利益があります。

（6） 戸隠スキー場（長野市）

長野市が運営するスキー場です。亀戸工場に勤務時、1974 年に「スキーバス」（退勤後

に出発する夜行バスで、早朝にスキー場に到着します。）で行って滑ったことがあります。

鳥居と階段参道、参道の上は「三本杉」 戸隠神社中社

社殿鳥居と 270 段の階段参道



- 27 -

＜余談＞戸隠保養所（長野市）

以前は日立直営の保養所で、中条時代は

同期会などで何度も訪れました。この保養所

はその後売却され、現在の状況は不明です。

今回場所が分からず行けなかったので、

現存するかも不明です。

（7） 善光寺（長野市）

「牛にひかれて善光寺参り」で全国的に知られています。今年が 7 年に一度のご開帳年

で、「前立本尊」を参拝し、「回向柱」に触れ、「お戒壇めぐり」を行ってきました。

当日は「長野マラソン」が開催されていて、さらには小雨で参拝者が比較的少なく、「前立

本尊」参拝、「お戒壇めぐり」は 30 分待ちほどでできました。「回向柱」には直ぐに触れまし

た。参拝者が多い時は 1～2時間待ちになるそうです。

仁王門 山門

本堂と回向柱 参拝客で賑わう参道の仲見世

戸隠保養所（1989 年）
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（8） 小諸城址懐古園（長野県小諸市）・・・日本 100 名城、日本さくら名所 100 選

小諸城の跡地に造られた懐古園は、藤村記念館、小山敬三美術館、動物園などが集ま

った、小諸市の代表的な観光スポットです。入口の三の門（城門）は重要文化財です。

（9） 安良居神社（長野県上田市）

千曲川の支流、依田川のすぐ横にある

神社です。鳥居の正面に建てられた拝殿

は平入りの切妻造りです。

神社の前の依田川には、使われなくなった

200 匹ほどの「こいのぼり」が掛けられていま

した。

（10） 松本城（長野県松本市）・・・国宝

戦闘に有利な山城が多い中では、異色の平城です。敵の侵入を防ぐ石落や鉄砲狭間な

どが見どころです。朱塗りの「埋の橋」と「月見櫓」の手すりが綺麗です。

中条時代は月見櫓の手すり部に出られましたが、今は柵で出られない構造になっていま

す。

懐古園入口（小諸城址 三の門） 小諸八重紅枝垂、後方は天守台

本殿

「埋の橋」と「松本城天守」 月見櫓
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（11） 御岳昇仙峡（山梨県甲府市）・・・国特別名勝、全国観光地百選、平成の名水百選

長い歳月をかけて削り取られた花崗岩の断崖や奇岩・奇石は、岩肌に群生する松、ツツ

ジ、モミジとあいまって四季折々、色々な姿を見せてくれます。

（12） 金桜神社（山梨県甲府市）

境内には、八重桜、染井吉野、枝垂桜、山桜など約 600 本の桜が植えられています。特

に本殿脇の「鬱金（ウコン）の桜」は、黄金色の花を咲かせる金の成る木として有名です。

（13） 武田神社（山梨県甲府市）

甲斐武田氏三代（信虎公・信玄公・勝頼公）の武田氏館跡に、1919年創建されました。境

内には当時からの堀、土塁、石垣などが残り、一族の遺香を現在まで伝えています。

仙娥滝 めまい岩、天狗岩

本殿 御神木の鬱金桜（うこんざくら）

拝殿 甲陽武能殿
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