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平成２９年度 さわやかウォーキング大会
【黒磯バッケを歩く】
町屋町を流れる里川からそそり立つ断崖上の尾根を
散策し，野草の観察や頂上からの大展望を楽しみます。

➩ ➩ ➩サングリーンピア(旧河内小学校)出発 町屋橋 太郎坂
➩ ➩ ➩ ➩黒磯バッケ登山口 第１ピーク 尾根ハイキング
➩ ➩ ➩ ➩ ➩最高地点 滝 旧町屋変電所跡 （昼食）
➩ ➩ ➩水戸国府記 龍城根本翁顕彰碑 到着

散策コースマップ
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今日のコースを紹介します
旧河内小学校体育館から

坂道を下り，左折して旧道
を南下します。そのまま
町屋宿の道路を進んでいき
ます。
この道路は水戸城下と

奥州を結ぶ棚倉街道で，
藩政期には宿駅が置かれて
いました。棚倉街道は奥州
の藩主の通行もあり，
準主要街道ともいうべき
ものでした。

最盛期には９軒もの旅館
や多くの飲食店，観劇場等の宿泊娯楽
施設もあったようですが，昭和１９年の
町中心部の大火により町並みの多くが
消失してしまいました。
昭和 56年に国道３４９号線の

バイパスができ，現在は旧道となりま
したが，比較的近年まで幹線道路として
利用されていました。
町中心部には郵便局，駐在所，公民館

などの公共施設があります。

家並みの間にこれから登る黒磯バッケ
の絶壁が垣間見えています。

家並みが終わると，里川に
架かる町屋橋を渡ります。
町屋橋は昭和２年に竣工されま
した。９０年以上経ちます。
町屋橋のたもとには常陸ワイン

を造っている桧山酒造の看板が
立っています。
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町屋橋を渡り切るとＴ字路になるので，そこを右折します。２００ mほどの緩やかな
坂道となります。この坂は「太郎坂」と呼ばれます。この傾斜は今日のハイキングコース
の勾配と同じくらいなので，呼吸を整えながらゆっくり上りましょう。
団地の最初の家のところで上り坂は終わり，道は平らになります。

平らな道を３００ m ほど進むと，道路の右側に「黒磯バッケ入口」の看板が立っていま
す。ここから山道となります。谷間の小道で植物を観察しながらゆっくり進みます。

うっそうとしたスギ林の小道を緩やかに登っていきます。
スギ林が切れて木々の間から町屋の町並みが見えるところまで来ました。
この先は切り立った断崖になっていますので，十分注意して下さい。
ここを左折します。ここから先は登るほど坂道の勾配が急になってきます。
呼吸を整えながらゆっくり登れば心配することはありません。
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木の根が出ていたり，急坂に落ち葉がたまって歩きづらいので注意が必要

急になった山道を上っていきます。スギ
林が終わると，雑木林になります。道には
落ち葉が積もって滑って歩きづらいので，
転ばないように設置してあるロープなどに
つかまりながら頑張りましょう。
傾斜が緩くなると，アセビの木がたくさ

ん生えている尾根になります。
もう一度急傾斜の道を５０ m ほど登れ

ば第一ピークに到着です。
苦労して登ったご褒美の大パノラマが

待っています。ここで休憩です。
水分の補給をしっかりして下さい。

【注意】
黒磯バッケは１００ m近い断崖絶壁に

なっています。誤って転落したら，生死
にかかわる大事故となってしまいます。
危険防止のロープは張ってありますが，

展望を楽しむ時には，ご自身で危険防止
に取り組みますようお願いします。
特に，写真撮影の際は足場がしっかり

確保できているか確認の上お願いします。
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第１ピークを過ぎても緩い上り下りが何度も続きます。しかも，右側は断崖絶壁，左側
も右側ほどではありませんが，急な崖になっています。
山道は狭いところでは，幅２ mもありませんので，気をつけて歩いて下さい。
第１ピークから１０分ほどで，最高地点に

到着です。第１ピークよりも展望が開けます。

最高地点からの大眺望

最高地点からの大展望を十分堪能した後は，
来た道を５０ mほど下り，最高地点を迂回する
ように回り込んでから，尾根道を進みます。
まだ，尾根道の上り下りの起伏が数回あります

ので，足下に注意しながら進みましょう。
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尾根道が終わり，十国峠からの道と合流す 十国峠へ
ると交差点から先はゆるい尾根道で次第に
下り道となります。落ち葉がたくさん積もっ
ていて歩きやすい下り道を下っていきます。

変電所方面→

ゆるい下りのつづら折りを１０回ほど
くり返した後，急勾配の崖に着きます。
急傾斜はここの１カ所だけですので，
転ばぬよう注意して下さい。
５～６分ほどで沢に到着します。
沢を二回渡ると「町屋の滝」と名づけ

られた小さな滝があります。

急坂を下から見上げる 町屋の滝

黒磯地区の人家が見え，山道の下り
が終わりました。
畑の道から振り返ると，今日歩いて

きた黒磯バッケがそびえています。
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畑脇の林縁に「八幡太郎義家の腰掛石」と呼ばれる石があります。真偽はともかく，
石の周辺の樹木を切り払えば，町屋の町並みが一望できるます。

森を抜け，沢を一つ越えると町屋発電所跡に着きます。その後，旧町屋変電所，町屋石
の標本園を見学します。

町屋発電所跡 旧町屋変電所
旧町屋変電所・町屋石標本園を見学したら里川に架かる橋を渡り，右折します。再び町

屋の通りを１００ mほど進んだ古民家の裏手の里川べりで昼食となります。

昼食後に，常陸国府記と龍城根本翁記念碑を見学して，出発地へ戻り，今日の見学は終
了です。

常陸国府記 龍城根本翁記念碑
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黒磯バッケ
黒磯バッケは，町屋の宿の南西にある断崖

絶壁で，高さが約 100m近くもあります。
「バッケ」とは茨城県や千葉県の一部で使わ
れる方言で「急峻な崖」を意味します。
また，抜群の景色から「抜景」といわれる説
もあります。
黒磯バッケのある山は「黒磯岳」とよばれ

標高 236mです。
この地は，古くは八 幡太郎 義 家（源義家；

はちまん た ろうよしいえ

1039～ 1106 平安時代後期の武将）が出城

を築こうとして部下とともに山頂に登り，地

形を見たと伝えられています。 黒磯バッケ

黒磯バッケの最高地点
から眼下に広がる町屋の
宿と里川の流れ，さらに
遠くに望む高鈴山の眺望
は見事です。
春の新緑や秋の紅葉が

すばらしいです。
ただし，足下は垂直に

切れ落ちていますので，
十分に注意して下さい。

黒磯バッケからの眺め

里川
里川は，一級河川久慈川の支流です。
源を福島県境の三鈷室山に発して常陸太田市の中央を南に流れ，いくつかの支流を合わ

せて堅磐町で久慈川に注ぎます。延長は４９．１ kmです。
「里川のアユは，首小さく，肉多く，味すぐれてよし」ということで，かつて水戸藩で

は里川産のアユが最上とされていました。
町屋付近の里川は「町屋川」と呼ばれ，「御留(おんとめ」といって一般農民のアユ漁を

禁止し，鵜飼いが行われていました。やがて徳川光圀が１６７９年(延宝７年) に廃止した
と伝えられています。

里川 アユ



斑石（町屋石）
源岩はカンラン岩で，町屋石はカンラン岩

の中に角閃石の大きな結晶が混じった岩石
として産出されます。瑞龍山にある水戸徳川
家の墓石に用いられています。江戸時代，
水戸藩では，「御留石(おとめいし)」として
この岩石の一般の採取を禁止していました。
明治時代になって地元の根本健介氏が採石

の権利を得て，その美しさを世に広めました。
町屋石とは，この地方でとれる蛇紋岩の

商品名です。カンラン岩中に含まれる角閃石
の形状により，笹目，もみじ，かさ，ぼたん
などと呼ばれています。最近はほとんど採取
されていません。

カンラン岩の分布(白抜きした部分)
【日鉱記念館展示資料より一部修正】

旧町屋変電所前にある町屋石標本園

石はすべて河内の文化遺産を守る会所蔵品
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旧町屋変電所
旧町屋変電所は，日立鉱山が１９０９年
(明治４２年)に電力不足を補うために，
３００ kw の発電機１台を備えた町屋発電所
を新設し送電を開始したときに，その変電施
設として建てられました。
これを，茨城の電気王といわれた前 島

まえじま

平 (1865~1933)が設立した茨城電気株式会
たいら

社が買い取り，１９１１(明治４４)年１１月
２２日に，太田町や誉田村，河内町に電灯を
灯しました。当時の町屋の人は，「電気見た
けりゃ町屋に行け」と誇りにしていたといい
ます。
旧町屋変電所は，町屋発電所と中里発電所

旧町屋変電所 所からの電力を２５００ V に変電して各地に
送電していました。

整備された旧町屋発電所跡地

町屋発電所及び町屋変電所は１９５６
(昭和３１)年でその役目を終え，１９９９
(平成１１)年に国の重要文化財に指定され
ました。最近は，河内の文化遺産を守る会
と地域が一緒に活用しており，毎年１１月
には「赤レンガと銀杏まつり」を実施し，
来る人たちへ感動を与えています。

文・発電所写真
【河内の文化遺産を守る会パンフレットより】
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黒磯バッケで見られる草花
ハナイカダ
葉の上に花が咲く珍しい植物です。
葉を筏(いかだ)に見立てて名前がつけ
られています。花後果実は黒く熟し，
食べることができます。

ウリノキ
花の形がおもしろい植物です。カエデの

葉に似ていますが，別の仲間です。 シャガ
アヤメの仲間です。園芸種が逃げ出
して自生したものです。

ジシバリ
タンポポに似たような花をつけます。
葉が卵形ならジシバリ，長だ円形で大型
ならオオジシバリです。
下の写真はオオジシバリです。

クサノオウ
道ばたに普通に見られるアブラナの花を
少し大きくしたような形ですが，茎を
切ると黄色い汁が出る有毒植物です。
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ムラサキケマン
細かく切れ込んだ葉の先に紫色の
美しい花を咲かせます。ケマンとは
ケシの仲間を指します。

アメリカフウロ
名前の通り，アメリカからやってきた
ゲンノショウコの仲間です。
道ばたに元気よく咲いています。

ナガミヒナゲシ
最近道ばたでどんどん増えていて困るケシ
の花です。オレンジ色の花を咲かせます。

アツミゲシ
一見紫色のポピーのようですが，
あへん法で栽培が原則禁止されている
種です。外国から入ってきたケシで，
最初に渥美半島で発見されました。
見つけたら刈り取って下さい。

チゴユリ
ユリの仲間で，白い可憐な花を咲かせるの
で，稚児百合（ちごゆり）の名前が付けら
れました。やや日陰の所に群生します。

ホウチャクソウ
こちらもユリの仲間ですが，白地に
緑色の大きな花をつけます。
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ヤマハタザオ
アブラナの仲間で

花が咲くと花茎がぐ
んぐん伸びるので
旗竿の名前がついて
います。
山に見られるハタ

ザオの仲間なので，
ヤマハタザオと名づ
けられました。

ヤマツツジ
クサイチゴ
野イチゴの仲間で春に白い花が咲き，

初夏に果実が熟して，甘くて美味しい
です。

ツクバネウツギ
ウツギの仲間で，黒磯バッケの尾根に

たくさん見られます。花のもとにある
がく片が４枚付いていて，羽子板の羽根
の形に似ていて名がつきました。

アマドコロ
ユリの仲間です。名前の由来は，太い

根茎の形がトコロ（ヤマノイモ）に似て
いるところから付きました。

ナルコユリ
一見ヤマユリの葉とそっくりですが，

花の形も付き方も全く違います。
左写真のアマドコロとも似ています
が，アマドコロは茎にゆるい角がついて
いますが，ナルコユリは丸いです。
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シダ植物
今回はスギ林の中を歩くことが多いので，

林内にあるシダ植物で分かりやすいものを
紹介します。

ジュウモンジシダ
シダの体の基部で葉が十文字になって

いるのでこの名があります。

クジャクシダ
上の写真のように，クジャクが羽根を

広げたような形からこの名が付けられま
した。

リョウメンシダ
登り口の沢沿いにたくさん見られます。
葉の表も裏もそっくりなので，両面シダ

と名づけられています。

オオバイノモトソウ
世界の熱帯・亜熱帯地域に広く分布し

日本でも山間ではごく普通に見かけます。
園芸植物として栽培されることもあり

ます。

マメヅタ
黒磯バッケの尾根沿いの岩場や枯れた

樹木にダイズ豆の皮をむいたものに根が
生えたように生育しています。
これでもシダ植物で，夏には胞子嚢を

つけた葉が出て生殖を行います。



ノキシノブ
木の割れ目や岩にくっついて生育して

います。名前は軒下などにも生え，
シノブのように着生することが由来です。

ハコネシダ
低山～山地のやや乾いた岩上などに

着生する常緑のシダです。
名前は箱根シダで，江戸時代に神奈川
県箱根町で最初に採集されました。

ヤブソテツ
名前に「ソテツ」と付いていますが，

全く関係ありません。日陰に多いです。

ゼンマイ
若芽がぜんまい仕掛けのように巻い

ているのでこの名がありますが，成長
すると全く形が変わります。

クマワラビ

シケシダ



平成29年度 太田公民館ウォーキング大会 黒磯バッケ 15名参加
２０１７．６．４


	①散策コースマップP1
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