
まいづる塾って？
まいづる塾の文字に手の形のポインタを合わせるとなにかが見える。



    資料集の利用方法説明

  １、青い文字の部分に手の形をしたカーソルをマウスを使ってを

もってゆくと、てのひらのひらいた形が指を差した形になりま

す。マウスをクリックすると関連資料の ページにジャンプし

て表示されます。

２、四角で囲った部分をクリックするとページにジャンプしたり、

写真が表示される個所もありますが説明文をつけてありますの

で、それに従い操作して下さい。

３、緑の文字の部分にカーソルをもってゆくと人物や絵などの写

真がでてきます。
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                          ま　え　が　き

  まいづる塾は、平成２年より歴史と自然に恵まれた常陸太田市を自覚すること、

「まち」に誇りと愛情をもって「集い」「学び」「実践」すること、そしてその輪を

広げ、市民の手によって生き生きとした地域社会づくりを推進することを目指し活

動して参りました。

  平成７年より３年間は、県および市から「一村一文化創造事業」の補助を受け、

市民の皆様をはじめ、市や県および関係各位のご支援とご協カをいただき活動する

ことができました。地域の再発見を重ねながら、私たちの住む常陸太田市は、実に

素晴らしい歴史と自然に恵まれた文化の町であることを再認識致しました。しかし

ながら、「知らない」「知られていない」こともわかり、市民へ知り得た情報をいか

に伝える事が出来るかを考えました。その方法として、データべース化を進める事

に致しましたが、その資料の作り方として、茨城大学の古井名誉教授、大嶋教授、

長谷川助教授のご意見を参考にしながら、田中先生のアドバイスをいただき、塾生

創意の元、作成することが出来ました．

 今後、市民の皆様に常陸太田市をもっと知っていただける資科としてご活用いた

だければ幸と思います。この資料を作成するに当り、先生方をはじめ、関係された

皆様方に心より感謝申し上げます。

                平成１１年３月２０日

                                               まいづる塾

                                               第５代塾長　立　川　久　泰
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うまいよ。甘いよ。太田のぶどう。

種類もたくさん。どのぶどう園にしようかな。

［アクセス・データ］

ＪＲ水郡線常陸太田駅から茨城交通バス

逆久保行きで約１５分。「瑞竜十文字」

下車、徒歩約１０分。ＪＲ水郡線常陸太

田駅からマイカーで７分、5km。

Ｐ：各ぶどう園の駐車場を利用、大駐車場はな

し。
所 在 地：常陸太田市端竜町

入 園 料：ぶどう狩りをする場合は１人１００円

料     金：平成9年は巨峰1Kg1,000円

問合せ先：JA常陸太田北部 TEL(0294)72-3375

２、私のおすすめ

おすすめは、何といって

も巨峰。ぶどう園のご主人

と知り合いになるといいこ

とも。

子供さんにはシードレス

がおすすめ。粒はちょっと

小さめですが、甘さは OK.

それから、もぎたてのぶ

どうをその日のうちに宅配

便で送ることができます。

とっても新鮮だよ。

        （大竹悦代記）

３、ちょっと寄り道

 『ぶどうの郷』の入り

口には、旧棚倉街道(A-

05)の道標があり、それ

に沿って行くと、
さっと

薩都

神社(A-02)へたどり着

きます。

 その途中には、ちょっ

と形が変わっている『
はた

旗

桜』で有名な
せいおうじ

旌桜寺跡

もあります。桜が咲く

春には、ぜひお出かけ

下さい。

       （渡辺智子記）

１、 ガイド

端竜の山あいに、1.5Km に

わたり道路の両脇に約 30 軒

のぶどう園が連なっている。

豊富な種類の中でも、目玉は

9 月 1 日頃からとれる地もの

の巨峰。他に、安芸クイーン、

シードレス（種なし）、伊豆

錦、ハニーレッド、ピオーネ

などを作っている。

できたぶどうは主に、店頭

で販売したり、農協に出荷し

たりしている。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

『さとの
みち

径』(A-16)…そばがおいしい。みやげに畑でとれた新鮮な野菜、里美ヨーグルト、

ジェラード等が買えます。常陸太田市里野宮町 1195  TEL(0294)72-8425 第 4 木曜定休

  近くには、端竜山(A-03)もあります。

A-01 
ずいりゅう

瑞竜ぶどうの
さと

郷



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まいづる塾

大永二年(1522 年)、佐竹十六代
よしきよ

義舜により里野宮町に移される。

毎年９月に
かびれのみね

賀毘礼峰（日立市
いりしけんちょう

入四間町）に神が入り、翌４月に峰を降りて
さっと

薩都神社

に還る。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より約４

km、国道 349 号の東側。旧棚

倉街道に面している。

P:なし

遷座（せんざ）: 神体、仏像、また

は天皇の御座所をよそへ移すこと。
また、それが移ること。

2,私のおすすめ

女性の神主さんが、地

域のまつりごとに出てく

る親しみやすさととも

に、町の近くにあっても

ホッとした空間がここに

あります。

社の境内は、よく手入

れされ、杉の大木に囲ま

れた長い参道を歩いてい

くとおのずと心がとき放

たれる感じがします。

      （小田部啓子）

3,ちょっと寄り道

  東に目を向けると清ら

かな里川が流れており、

夏には川べりでキャンプ

をする人々で賑わいを見

せています。

      （小田部啓子）

 こんな言い伝えもありま

す。「昔、薩都神社では、

小野七井の水と里野宮の

米を壷に入れ御岩神社に

供え、一年後、その壷を

開けると、たぐいまれな

香り高い酒になってい

た」との事でした。

        （渡辺智子記）

１，ガイド

  「常陸風土記」による

と、祭神
たちはやひおのみこと

立速日男命は初め

松沢（現在の瑞竜町）の松

の木に降りて座したといわ

れている。その神の
たた

祟りは

非常に厳しいので、百姓た

ちが朝廷に願い出て現在の

日立市入四間町に
せんざ

遷座し

た。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

「さとの
みち

径」（A-16）…薩都神社から５００ｍ程北にある農産物販売所。車も置

けて、歩くのにも程よい距離です。

  常陸太田市里野宮 1195  TEL(0294)72-8425 第 4 木曜定休

A-02 
しきないしゃ

式内社 
さっと

薩都
じんじゃ

神社
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水戸徳川家累々の由緒あるお墓で、全山深い樹木に覆われ、その所々に歴代

藩主の墓がある。当墓所は、儒式では日本最大のものである。

［アクセス・データ］

公共の交通機関はないので，タクシーか
マイカーで。ＪＲ水郡線常陸太田駅から

６ｋｍ、15 分。
Ｐ：有り、休場日：なし

入場時間：9：00～16：00

入場料：大人500円、小人250円（団体割引あり）

所在地：常陸太田市瑞龍町２０９２

問合せ先：水戸徳川家瑞竜山事務所

  TEL (0294)73-0721

２、私のおすすめ

お墓は、亀の胴体に竜の首

が付いている台石が使われて
いる。これは、儒礼によって

霊が山々に登るのを竜、獅子、

亀などが手伝ってくれると信

じられ、墓はそうした考えか
ら造られています。

            （渡辺 照夫記）

３、ちょっと立ち寄り

 瑞竜山から南へ約２０

０m 行くと、左右の沢に
ゲンジボタルがたくさ

ん見られるよ。

  時期は７月末～８月、

夕涼みがてら鑑賞して
みては。

   （渡辺 照夫記）

１、 ガイド

  うっそうとした樹林に

囲まれた中に水戸藩初代

藩主
よりふさ

頼房(
いこう

威公)から第十
四代敬公に至る藩主及び
その夫人が葬られている。

さらに二代藩主水戸光圀

(義公)に仕えた儒学者
しゅしゅんすい

朱舜水の墓を併せて、総
数１１９基の墓碑が墓域

内に建てらている。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

    
はたざくら

旗桜で有名な
せ い お う じ

旌桜寺跡などがあります。

A-03 
ずいりゅうさん

瑞竜山

旌桜寺
康平六年（１０６３）源義家奥州征討帰陣の時、ここに憩い、桜の旗竿を挿したところ根づいたとの伝説があり花弁が長く旗たっているような桜が咲く。水戸初代藩主頼房により再興された寺。
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えんれき

延暦十四年(795)に
さかのうえのたむらまろ

坂上田村麻呂が東征の際、創建したと伝えられる。
こうか

弘化元年(1844)，
とくがわなりあき

徳川斉昭の命により
しらわ

白羽、
たわたり

田渡、
にしみや

西宮、
さんざい

三才、
おざわ

小沢の 5 ヶ村の
そうちんじゅ

総鎮守となった

「アクセス・データ」

JR 水郡線太田駅より6Km

境内には、駐車スペース無し。車は、市

の幹線道路に置いて下さい。

茨交バス　東館線　里野宮下車 20分

常陸太田市白羽町 1760 番地
青和幣：（「あおにきて」「あおにきで」とも）

麻布で作ったにぎて。楮（こうぞ）や木綿で

作られた「しろにぎて」にくらべて、やや青

みを帯びているところからいう。

2．私のおすすめ

 社務所は、地元の子供会、

老人会の集まりの場所に
もなっています。

裏山には季節の山菜も顔

を出します。

青麻神社は高血圧を防ぐ
神様として御利益がある

と言われております。

３月春分の日、９月秋分の

日が例祭で、多くの人が参

拝します。

3．ちょっと寄り道

 美人の神主さんがお

父さんと一緒に地域の
細事に出ています。

『説明等を聞きたいと

きは声をかけて下さ

い』と神主の黒沢さん

が言ってました。

１．ガイド

 祭 神 の
あめのしらはのみこと

天白羽命 又
は、天之志良波神、長白

羽神とも言われ麻を植
え織物をされた衣服の

神（麻の神、音楽の神、

御琴の神、敷物の神）で

す。これは天照大神が天
岩戸に隠れたとき麻で
あおにぎて

青和幣をつくったこと
に由来します。
 尚境内には分社として

青麻神社があります。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

 宝の山があったとよ。

   ここよりさらに東の山側に
ま つ く ら さ ん せ い す い じ

松倉山清水寺がありました。（現在は、麓に移されまし
た）地元の人々のうわさでは昭和 20 年代中頃までは宝探しに人々が集まって来たと

のことでした。

  ここから北へ約１kｍ程行くと北部スポーツ広場(平成１０年秋に完成予定)があり

ます。家族連れで汗を流してみませんか。

A-04 延喜式内郷社
あめのしらは

天志良波
じんじゃ

神社
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たまには旧棚倉街道をのんびり歩く。古代より関東と
おうしゅう

奥州を結ぶ貴重な交通路として開か

れた道である。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より茨城交通バス

小中行き。北からは「町屋橋」下車、

徒歩 1 分。南からは「
じょうふくじ

常福地」下車、

徒歩 5 分。JR 水郡線常陸太田駅方面か

ら国道 349 号を北上。マイカーで10 分、
7Km。

2．私のおすすめ

 私が小学生の頃よく遊んだ

この街道には、黄金色の石が

落ちていて、それを見つける

のが何よりの楽しみでした。

 今は舗装されていますが、

道幅は相変わらず狭く、運転

のテクニックを駆使して、こ

の道路を車で走ってみるとそ

の先にはまた新たな発見があ

るはずです。   (渡辺照夫記)

3．ちょっと寄り道

 街道沿いには見所がいっ

ぱい。北にはすぐに町屋

橋、町屋宿。南下すれば、

春友彫刻の森運動公園 (A-
07)や薩都神社(A-02)もあり

ます。

 ピクニック気分でぜひお

出かけ下さい。

(渡辺照夫記)

１．ガイド

 平安時代には、源
よりよし

頼義、
よしいえ

義家(
はちまんたろう

八幡太郎)が奥州征

伐に北へ進んだ道と伝え

られている。戦国時代、

太田を本拠地とした佐竹

氏は、この道を通って奥

州へ出陣した。

 道すじには、八幡太郎義

家が名付けたとされる｢太

郎坂｣や｢鎌倉坂｣が今も名

を残している。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

旧棚倉街道を町屋宿(A-11)へ向うと、新興住宅街の向こうにかいま見える、地

徳河原の紅葉と、
なか

央橋（A-14）のコントラストは絶景。

A-05  
きゅうたなくらかいどう

旧棚倉街道



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まいづる塾

日本では珍しい半地下穴
かま

窯を持つ陶芸家。1 年に３回窯をたくときは、5 日間

その場を離れずまきを燃やし続ける。窯出しは興味シンシン。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅から、茨城交通ﾊﾞｽ

小中東館行きで約 20 分。「柳下」下車、

徒歩 15 分。JR 水郡線常陸太田駅から、

8Km。車で約 15分。数台駐車可。

 自宅の先にある待避場へ。その場で U

ﾀｰﾝは、出来ないが 150m ほど先の少し

広くなっているところで旋回できる。
住所 常陸太田市常福地 747

TEL (0294)78-0958

2,私のおすすめ

アトリエを訪れるとす

ばらしい作品の数々が目

に飛び込んできます。「作

品に対するこだわりはも

たず、作りたいものを作

る。湯呑み茶碗を作ろう

と思ったら、お茶がどれ

だけおいしく飲めるかを

かんがえる。」と言う雄岳

さんの陶芸に対する思い

がビンビン伝わってきま

す。

    （大竹悦代記）

3,ちょっと寄り道

個展は、年 2 回行って

いる。作品を手に入れる

には個展か直接アトリエ

に足を運ぶのがよい。ア

トリエの場合には事前に

連絡を。夏休みにはホタ

ルも見られるよ。

       （渡辺智子記）

１，ガイド

  昭和 30 年常陸太田市

生まれ。昭和 53 年に

は、同市に半地下穴窯

を築窯。その窯には、

火の神様が奉られてい

る。焼き物には色付け

をせず、薪がパチパチ

燃えた灰がくっついて

自然の色合いができる

のが特徴。

 窯をたくのに使用する

薪は、10 ﾄﾝと驚異的な

量である。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

旧棚倉街道（A-05）を通って、春友彫刻の森運動公園（A-07）へ。

A-06 
むとう ゆうがく

武藤 雄岳氏

ちょっとひとこと
北浦胡瓜とあっても八百屋ではありません。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まいづる塾

・ おいしい空気を吸い清流で心を洗いましょう。

・ のんびり派なら彫刻を鑑賞しながら森林浴。

・ アウトドア派なら、テニスでいい汗ながそう。

「アクセス・データ」
JR 水郡線太田駅から茨城交通バス逆久

保行き、又は小中東館行きで約 20 分。

「春友」下車、徒歩 5 分。JR 水郡線太

田駅から 8Km、車で 15 分。 P：20 台
＜ﾃﾆｽｺｰﾄ＞
施設：全天候型2 面

料金：1 面 210円／時間(市内)

          420 円／時間（市外）
利用申し込み:春友手づくり工芸ｾﾝﾀｰへ

常陸太田市春友町 8-1     TEL 0294-78-0940

2．私のおすすめ

 私には芸術を論ずる気持ち

は無いが、ここはほっとでき

る所かな？近くには、里川が

流れ、山がせまり、ゆっくり

と釣り糸を里川にたれ、道端

にある彫刻にふれる。ふだん

の生活にはない環境にふれて

みるのもひとつの楽しみかも

知れない。今は、ﾃﾆｽｺｰﾄもあ

るし…｡感性が高まりながら

体力がつくなんてこんな良い

所ないよ…。

            （渡辺照夫記）

3．ちょっと寄り道

目の前には、里川の河川

敷があります。歩くもよ

し、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰもよし、ち

ょっとお昼寝などもいい

かも。木々が四季の変化

を敏感に感じて季節の移

り変わりを教えてくれ

る。見どころは、紅葉のｼ

ｰｽﾞﾝ。落ち葉を踏みしめ

ながらぶらり歩いてみて

はいかが。

         （大竹悦代記）

１．ガイド

 昭和 59 年，茨城大学ﾌﾞﾛ

ﾝｽﾞ研究会ｸﾞﾙｰﾌﾟにより、

ﾌﾞﾛﾝｽﾞ像 7 点が設置され

た。翌年さらに 10 点設置

され、現在は 17 点。これ

らﾌﾞﾛﾝｽﾞ像は、自然の景

観とﾏｯﾁするように配置さ

れ、このあたり一帯は、

野外彫刻園にふさわしい

芸術の薫り豊かな市民の

憩いの場になっている。

さらに平成 9 年 5 月 20 日

にはﾃﾆｽｺｰﾄ、親水広場、

ふれあい広場もｵｰﾌﾟﾝし

た。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

近くには武藤雄岳氏(A-06)の陶芸アトリエ、
なか

央橋（A-14）などがあります。

A-07  
はるともちょうこく

春友彫刻の
もりうんどうこうえん

森運動公園



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まいづる塾

黒磯バッケとは、標高 236m の黒磯岳東側のガケをいう。遠い昔から町屋の宿をみ

おろすようにじっとたたずんでいる。バッケとは、どのような意味であろうか。

抜群の「抜景―バッケ」または、絶壁という意味から「バッケ」という説がある

が、定かではない。

「アクセス・データ」

JR 水郡線太田駅より国道 349

号を里美方面へ約 10Km、車で

約１5 分。

日立方面からは、県道日立山

方線を経由し、国道 349 号を

JR 水郡線常陸太田駅方面へ。

車で約 30 分。

2,私のおすすめ

 どこにも八幡太郎義家

の伝説があるが、ここ

にもその伝説がありま

す。昔、八幡太郎義家

が城を築こうとして、

部下と共に黒磯岳に登

り、つぶさに地形を検

分したところと伝えら

れている。

      （根本洋治記）

3,ちょっと寄り道

 黒磯バッケの登り口は

いくつもあるが、
かわち

河内

小学校入口の
なめいりばし

滑入橋を

渡って、旧町屋変電所・

町屋発電所跡を見なが

ら登るルートもありま

す。

      （根本洋治記）

１，ガイド

   黒磯バッケは、国道 349
号から西側をみると、どこ

からでも眺めることがで

き、特に 11 月中旬の紅葉

は一見の価値がある。

 昔は、ガケのところに岩

松がいっぱいあった。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

町屋には、造り酒屋が 2 軒ある。町屋の旧道沿いにある桧山酒造(A-09)（℡ 0294-78-

0611）は、山ブドウなどから県内唯一のﾜｲﾝを造っている。町屋宿の中心にある平山酒

造 (A-10) （℡ 0294-78-0005）は、数々の金賞を受賞した日本酒を造っている 。

A-08   
くろいそ

黒磯バッケ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まいづる塾

桧山酒造は、常陸太田市内にある造り酒屋 3 軒のうちの一つ。日本酒のほか、

焼酎、ワイン、ジュースを造っている。特にワインは、現在県内唯一のもので

ある。

「アクセス・データ」

JR 水郡線太田駅より国道 349 号を

里美方面へ約 10Km、車で約１5 分。

日立方面からは、県道日立山方線

を経由し、国道 349 号を JR 水郡線

常陸太田駅方面へ。車で約 30 分。
所在地：常陸太田市町屋 1359
電  話：(0294)78-0611

2,私のおすすめ

 ワイン「ペガール」(白)

がおすすめ。「心のぜい

たく」「自然の恵み」

「人の技」をモットー

にワインづくりをして

います。

ブドウジュースもな

かなかいけるよ。

    （根本洋治記）

3,ちょっと寄り道

 桧山酒造へ向う途中に

町屋橋があります。昭

和 2 年に造られた大変

古く風情がある橋で

す。ぜひ、車を降りて

歩いてみてはいかがで

すか    （根本洋治記）

１，ガイド

 創業明治 20 年（1887 年）

で、町屋の旧棚倉街道沿い

にある。ワインの生産は、

現在、県内唯一のもので、

原料である山葡萄は、自家

農園と契約栽培により確保

している。ヨーロッパ種と

日本原生の山葡萄を交配し

た新品種「ペガール」を使

ったワインは、100%ブレン

ドなしで、ピュアな味が楽

しめる。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

造り酒屋「平山酒造」（A-１０）は、近くにあります。黒磯ﾊﾞｯｹ（A-08）・町屋

橋（A-15）などがあります。

A-09 
ひやましゅぞう

桧山酒造

酒 類 銘 柄
・ 日本酒：光圀、自然酒、千姫、朝日正宗

・ 焼  酎：千姫本格焼酎、常陸姫
・ ワイン：ペガール、西山荘、巨峰

３軒の造り酒屋は
桧山酒造平山酒造岡部合名会社　　　　　　（順不同）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まいづる塾

平山酒造は、町屋宿の旧棚倉街道沿いにあり、創業は幕末の万延元年（1860 年）

と大変古い。平山家は、棚倉街道を通る大名などが泊まる本陣であったという。

特に大吟醸「悪代官」「
すいせん

粹仙」は酒税局管内の監評会において金賞を受賞して

いる。

「アクセス・データ」

JR 水郡線太田駅より国道 349 号を里

美方面へ約 10Km、車で約１5 分。

日立方面からは、県道日立山方線を

経由し、国道 349 号を JR 水郡線常

陸太田駅方面へ。車で約 30 分。
所在地：常陸太田市町屋 1252

電  話：(0294)78-0005

2,私のおすすめ

 やはり、酒税局管内

の監評会で金賞を受賞

した大吟醸「悪代官」・

「粹仙」です。下戸の

方にも、ぜひ味わって

みて頂きたい。

      （根本洋治記）

3,ちょっと寄り道

 平山酒造の少し手前

の東側高台にある、公

園と呼ばれている所に

平山酒造の創業者であ

り、教育者であった平

山寛の顕彰碑がありま

す。   （根本洋治記）

１，ガイド

 平山酒造は、常陸太田市

にある造り酒屋 3 軒のうち

の一つである。いわゆる杜

氏の手にたよらず地元の労

働力、技術力により酒づく

りを行っている。生産量は

少ないので、PR はしてい

ないが、大変おいしいため

口コミによりひろがり、愛

好家が多い。また「助さん

格さん」「悪代官」という

名称は、なんとなく味わい

がある。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

造り酒屋「桧山酒造」(A-09)は、近くにあります。町屋宿(A-11)、昔風の固い

豆腐（大竹豆腐）わら筒納豆（福寿納豆店）

  しめるには「光圀」も飲んでみよう？！

A-10 
ひらやましゅぞう

平山酒造

酒 類 銘 柄
・ 日本酒：悪代官、助さん格さん、粹仙



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まいづる塾

町屋宿は、旧棚倉街道にあり、昭和 56 年に国道 349 号バイパスが開通してからは、車の

交通量も少なくなり、ひっそりしたたたずまいを見せている。しかし、宿場町らしく今も

商業が繁栄した名残があり、造り酒屋、納豆店、豆腐屋、雑貨屋、鮮魚店、理容所などの

店が営業をしている。昔は、旅館、飲食店、映画館などがあり、水戸から棚倉へぬける宿

場町として多いに賑わったところである。

「アクセス・データ」

JR水郡線常陸太田駅より国道349

号を里美方面へ約 10Km。車で約

15 分。

日立方面からは、県道日立山方

線を経由し、国道 349 号を JR 水

郡線常陸太田駅方面へ。車で約 30

分。

2．私のおすすめ

造り酒屋を訪れてはいか

がでしょうか。手造りの日

本酒、県内唯一のワインを

味わうことができます。ま

た、昔旅館であった福田

屋、水府国府記の石碑も、

ぜひ、訪れてみてはいかが

でしょうか。

      （根本洋治記）

3．ちょっと寄り道

 町屋宿の周辺には、先人

の遺徳をたたえた石碑が

たくさん残っています。

平山寛の碑などをめぐる

のも面白い。

 また、宿の東側高台に

は、吉田神社があります。

夏の夕方の星の輝きは、

常陸太田で最高。

         （根本洋治記）

１．ガイド

 道ばたには、狭い水路が

流れており、かつてはし

じみもとれたという。と

同時に生活用水にも利用

されていた。

 町屋宿からも黒磯バッケ

を眺めることができる。

 現在、パン工場の跡地に

住宅開発がおこなわれて

いる。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等
なか

央橋を渡って旧道を町屋宿の方面に進むと、うどん・そばの店「せせらぎ」

（TEL0294-78-0314 営業時間/AM11:00~PM2:00）が開店しました。福寿納豆の

わら筒納豆は、お土産に最適。また、大竹豆腐店の｢油揚げ｣｢豆腐｣は、昔から

の製造法を守っており、ぜひ賞味してはいかがでしょうか。

A-11  
まち

町 
や

屋 
じゅく

宿



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まいづる塾

明治４２年(1909)に建設された変電所です。田んぼの中にたたずむレンガ造り

の建物は、近代日本の幕開けを感じさせられます。軒先には、フランス製の送

電に使った碍子が残っています。

「アクセス・データ」

常陸太田市街地から国道 349

号を里見方面へ約 10 ㎞。河内

小学校入口の滑入橋を渡って

直ぐ。車で 15 分。

日立方面からは、県道日立・

山方線を経由し国道 349 号を

常陸太田市街地方面へ、車で

約 30分

２、私のおすすめ

春、秋の旧町屋変電所の

眺めは、時に美しい、春

には西側の土手一面に桜

や桃の花が咲き乱れる。

秋には、紅葉が鮮やかに

彩りを添えてくれます。

近くを流れる里川は、鮎

釣りの名所であり、7 月 1

日の解禁日には多くの釣

り人でにぎあいます。

　　（根本洋治記）

３、ちょっと寄り道

旧町屋変電所から北へ

少し行った所に真言宗

豊山派のお寺智教院が

あります。このお寺か

ら眺める、町屋宿や黒

磯バッケは、四季折々

に色々な表情を見せて

くれます。

　　　（根本洋治記）

１、 ガイド

 町屋変電所は明治42 年(1909)に
日立鉱山が建設し、明治 44 年

(1911)茨城電気株式会社(前島平

代表取締役)の手に渡り太田町へ

送電が開始され、灯火は石油から

電気へと変わって行った。町屋・

中里の発電所で発電した三相の電

気を2,500 ボルトに変圧し送電し

ていました。建物の南側には今で

もフランス製の碍子が、誇らしげ

に残っています。

近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

 町屋宿は棚倉街道の宿場町として栄えた所で、当時の家並みが残っている。

 桧山酒造(A-9)、平山酒造(A-10)の二軒の造り酒屋で、地酒か楽しめる。

　＊＊豆腐店では大豆の風味が生きた豆腐が味わえる。

Ａ－１２　旧町屋変電所

佐藤 義宏
ことばづかいが悪くてすみません。でも、電気のある生活に只只　感謝！



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まいづる塾
にしごうとなかちょう

西河内中町には、学問の神様である菅原道真公奉る天満神社がる。元禄 2 年（1689 年）、

ある修験者が京都の北野天満宮から勧請し、天神様のご神像を背負って来て、中山の地に

鎮祭した。

 この地には、古くから愛宕神社があり、この二つの神社が同居するまでには、様々な氏子

の葛藤があったと言われているが、現在は両社が仲良く鎮座している。

「アクセス・データ」

JR水郡線常陸太田駅から国道349

号を里美方面へ約 10Km。車で約

20 分。日立方面からは、県道日

立山方線を経由し、国道 349 号

を JR 水郡線常陸太田駅方面へ。

車で 35 分。

2．私のおすすめ

 受験生は、ぜひ、天満神社

にお願いしてみてはいかがで

しょうか。西河内にひそっり

たたずむ天満神社は、受験生

の願いを必ずかなえてくれる

でしょう。また、元朝参りも

地元の人で大変に賑わってい

ます。    （根本洋治記）

3．ちょっと寄り道

 天満神社から西河内幹線

を水府村方面へ進むと、

桜の名所である十国峠公

園があります。

  また、
にしごうとかみちょう

西河内上町一帯

は、春になると山菜の宝

庫です。 （根本洋治記）

１．ガイド

 ご神像の木造天満宮像

は、昭和 34 年に県指定文

化財に指定されている。

又、天満神社の入口には、

徳川斉昭直筆の、国防と

武運を祈願した歌碑が建

っている。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

 天満神社から水府方面へ約２Km 位行くと、桜の名所である十国峠公園がありま

す。西山公園より約 1 週間遅れの開花です。また、西河内地区は、常陸秋ソバの

産地であり、秋になると白い可憐な花を所々に見ることができます。

A-13  
てんまん

天満神社・
あたご

愛宕神社



                                                                        まいづる塾

央橋は、通称「めがね橋」と呼ばれている。これは、橋の形がめがねのフレームに似てい

るからである。この橋は、昭和 21 年 11 月に竣工した。昭和 56 年に国道 349 号バイパスが

開通するまでは、河内地区以北の玄関口として必ずこの橋を渡った。この橋も町屋橋同様

デザインに配慮した橋であり、当時としては思い切って造られた事と思われる。橋の概要

は、橋長 34.0m、形式ローゼ型鉄筋 RCコンクリート・アーチ橋、橋台重力式である。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より国道 349 号を

里美方面へ約 10Km。車で約 15分。

日立方面からは、県道日立山方線を経

由し、国道 349 号を JR 水郡線常陸太田

駅方面へ。車で約 30分。

2．私のおすすめ

ぜひ、車を降りて橋を渡

ってみてはいかがでしょう

か。町屋には里川にかかる

橋が数々あります。清流を

見ながら、橋めぐりをする

と楽しいよ。

      （根本洋治記）

3．ちょっと寄り道

 央橋を渡って少し北へ

向うと、地徳に出ます。

里川に架かる木橋から

見る眺めは大変素晴ら

しい。

 特に、紅葉時が見事で

す。

       （根本洋治記）

１．ガイド

 央橋は、車が通れる橋

としいては町屋橋に次

いで古い。

昔は、近所の子供達

がアーチをのぼるなど

格好の遊び場であっ

た。

今では考えられない

が、昔の親は何も言わ

なかった。

・ 近くの観光ポイント、食事処、お土産品等
なか

央橋を渡って旧道を町屋宿の方面に進むと、うどん・そばの店「せせらぎ」

（TEL0294-78-0314 営業時間/AM11:00~PM2:00）があります。また、央橋に

行く手前を左折すると、陶芸・テニス等が体験できる春友彫刻の森運動公園

(A-07)があります。

A-14   
なか

央   
ばし

橋

ただの橋に見えるけれども
この橋を渡ると、その向こうにちょんまげ姿が残っているような時代を感じさせてくれる。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まいづる塾

まちや橋は、通称「
こっかばし

國華橋」と呼ばれている。これは、橋のたもとに旅館「國華」があ

ったからである。この橋は、昭和 2年 5月に竣工し、最近まで立派に橋として機能して

いた。建設当時は、橋の四隅の親柱に灯をともし、宿場町への入口の橋として風情のあ

る雰囲気をもっていた。橋の概要は、橋長 46.1m、形式鉄筋コンクリート T 型桁橋、

橋台 重力式橋脚 二重ラーメンであったが、現在は、新しい橋に掛け直された。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より国道349
号を里美方面へ約 10Km。車で約15

分。

日立方面からは、県道日立山方線

を経由し、国道 349 号を JR 水郡
線常陸太田駅方面へ。車で約 30

分。

2．私のおすすめ

ぜひ、車を降りて橋を渡

ってみてはいかがでしょう

か。

また、上流側の親柱を覗

くと、灯をともした電線を

見ることができます。

      （根本洋治記）

里川の流れはとても水が

澄んでいてきれいです。熱

い日には涼みに行きたくな

る所です。  （相原早苗記）

3．ちょっと寄り道

 橋を渡ってすぐ左折し、

狭い道を少し行くと、常陸

ワインで有名な桧山酒造

があります。

 ぜひ、訪れてみてはいか

がでしょうか。

       （根本洋治記）

 町屋を歩くと、床屋さん

が多い事に気が付きます。

いったい何軒あるか数え

てみるのもお楽しみ。

（相原早苗記）

１．ガイド

 町屋橋は、車が通れる橋

としいてはおそらく県内

で一番古い橋ではないか

と思われる。（掛けなおさ

れる前のもの）

 また、昭和初期に、グレ

ードの高い橋を造ったの

は、北の玄関口となるいき

ごみが感じられる。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

町屋には、造り酒屋が 2 軒あります。日本酒、ワイン、焼酎を造っている桧山

酒造(A-09)と町屋宿の中心部にある平山酒造(A-10)です。

A-15   
まち

町 
や

屋 
は し

橋



                                                                         まいづる塾

さとの径は国道沿いのちょっとしたオアシスです。

地域の農家が作った新鮮な野菜や
こんにゃく

蒟蒻・加工品などが生産者の名前入りで販売され、お
勧めしたい手打ちのそばやうどんか食べられます。

「アクセス・データ」

JR 水郡線太田駅より約 5Km

国道 394 号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ沿いにある

（JA 北部農協向い側）大きな

駐車場が整っています。
定休日：第 4 木曜日

営業時間：4～10 月 AM9:00～PM6:00

          11～3 月 AM9:00～PM5:00

所在地：常陸太田市里野宮町 1195
電  話：（0294）72-8425

2．私のおすすめ

 賑わいがいいネ！

地元の主婦はもとより日

立。那珂の人々が仲間を連

れ立って買い物を楽しむ姿

も見られます。

  お店の人が笑顔でやさし

く迎えてくれます。

 特にどんこ椎茸は、肉厚

で焼いて食べるとリッチな

気になれます。

（小田部啓子記）

3．ちょっと寄り道

 アユもいる？

国道 394 号線を 200m ほど北

へ行くと里川の清流が光って

います。橋の上からは、魚の

泳ぐ姿が見られます。

  ここから西へ 1.2km 程行く

と瑞竜山(Ａ－０３)があり、

水戸徳川家代々のお墓があり

ます。振り返ると東側にはあ

ぶくく山脈が走り、その中で

も高鈴山がひときわ目を引き

ます。

（小田部啓子記）

１．ガイド

 活気がでたーっ！

 地域の農家が野菜づくり

に精を出している。

 皆さんに買って頂けるの

が楽しみで季節の野菜や果

物、花木等を”少しづつで

も”と出荷する人が増えて

きている。特に生産者の名

前の入った農産物は顔が見

えそう！

・近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

 手打ちソバで大満足

   さとの径では、地元産＋金砂郷産のソバを石臼で
ひ

碾いてます。碾きたてのソ

バは風味香りとも最高です。味はどうかな？食べてみて下さい。

A-16 JA 常陸太田直売センター さとの
みち

径



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まいづる塾

自然の中の工房で、自分だけのオリジナル作品を作ろう。きっとあなたにも新たな才能を

発見できるはず。陶芸・絵画・彫塑などができる。

「アクセス・データ」

JR 水郡線太田駅から茨城交通バス

逆久保行き、又は小中館行きで約20

分。「春友」下車、徒歩 5 分。JR 太

田駅から 8Km。車で約 15 分。

「春友彫刻の森運動公園」の中にあ

る。    P：20 台
休館日：月曜日、年末年始

開館時間：9:00～17:00

使用料：焼き代 620円／Kg(市内)

              1240円／Kg（市外）

        粘土代  50 円／Kg

常陸太田市春友町8-1 TEL 0294-78-0940

2,私のおすすめ
館長さんをはじめ、係りの

方々は、みな親切で、館内

を案内してくれます。「湯

飲み茶碗 1 つをとっても形

の整ったきれいなものを作

りたいなら、外で買ってき

たほうがいいですよ」と館

長の談。「子供にもご飯茶

碗を作らせて自分が作った

お茶碗だから食べ終わった

ら、ちゃんと片付けようね

というしつけができれば、

それが家庭教育ですね」と

いうお話も納得。
          （大竹悦代記）

3,ちょっと寄り道

工芸ｾﾝﾀｰの入り口には、いろん

な彫刻があります。女性の裸像

には、顔を赤らめ、まわりと調

和した風景を見てみては。そし

て車も通るのにもﾃｸﾆｯｸのいる

道を通り抜けると町屋。そこの

入り口には、常陸ﾜｲﾝの桧山酒

造（A-09）そしてちょっと行く

と駅のｷｵｽｸでおなじみ”酢ｺﾝ

ﾌﾞ”を生産している松島屋。色々

な発見がまだまだあるので自分

で探してみては．．．。

              （渡辺照夫記）

１，ガイド

平成元年 4 月にｵｰﾌﾟﾝし

たこの工芸ｾﾝﾀｰは、「春

友彫刻の森運動公園」

にある。現在は、市や

民間の団体が活発に利

用しており陶芸が 14、

絵画が 1、彫塑 2 といっ

た教室が開かれてい

る。陶芸家の武藤雄岳

氏(A-06)も講師として

来館される。八角形の

屋根が印象的。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等
昔、この下にある棚倉街道を八幡太郎義家が通ったとき、鎌倉に地形が似ていること

から名付けられた鎌倉坂があります。
うまか路---名物の「とうふみそﾗｰﾒﾝ」は、盛りがよくて￥７００なり。月曜定休

A-17  
はるともこうげい

春友工芸センター

費用について
Ｈ９のときです。
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B:太田地区

助さんの墓

那珂通辰の墓碑

佐竹一族の墓

正宗寺

増井のビャクシン

馬場八幡宮

長尾ぶどう郷

帰願寺

県立太田一高

日下部父子の碑

太田御殿若宮八幡宮

觀蔵井

太田落雁

進徳幼稚園
米菱醤油

白馬寺

稲荷神社

佐竹寺

大松トンネル
この先にあり

天満宮

パルﾃｨｰホール

西山荘

桃源

金が井

西山公園

久昌寺

永田円水の墓

旧久昌寺跡

間坂城跡

雪村の碑

山寺の晩鐘

西山研修所
法然寺

梅照院

二本松藩士の墓
下井

杉本坂

板谷坂

成田山真福寺

浄光寺

梅津会館
十王坂

遍照寺

立川醤油店

西光寺

JR

常
陸
太
田
駅

日立電鉄
常北太田駅

の部分にカーソルをもってゆきクリックすると
その場所の資料ページへジャンプします。

B
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                                                                      まいづる塾

水戸八景の詩の中に「太田の落雁芳州を渡る」とあり、東田園を見下ろして建って

います。斉昭公になって眺めてみましょう。

｢さして行く 越路の雁の越えかねて 太田の面にしばしやすらふ｣（斉昭公作）

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より北へ約２

Km。
JR 水郡線常陸太田駅より馬場行きバスに
乗り、15 分。「栄町」下車、徒歩 3 分。

２、私のおすすめ

最近は、開発が進み景

色も変わりましたがここ

からの阿武隈の山並み

は、格別です。

    （安藤雅夫記）

石碑の文字は徳川斉昭

が書いた水戸八分と言わ

れる書体で、｢太｣の文字

が古典文字の一つで味わ

いが深い。見事な文字は、

一見の価値あり。

    （立川久泰記）

３、ちょっと寄り道

  太田落雁の碑の真下

に太田七井の一つ観蔵

井（B-06）があります。

別名「お茶の水」とば

れた名水で水戸藩歴代

藩主が太田城に来た折

りにはこの水で茶の湯

を立てたと言われてい

ます。残念ながら現在

は、水量も少なく飲料

に適するかどうかも不

明です。

       （立川久泰記）

１、ガイド

  水戸九代藩主徳川斉昭公

は、天保四年(1833)水戸領内

に景勝地を八ヶ所選び碑を建

てた。藩士の子弟達は、1 日

で 20 余里に及ぶ景勝地を巡

り自然に親しみながら心身を

鍛練した。碑は、高さ 1.7ｍ

ほどの花崗岩で｢真弓千石｣と

呼ばれた水田を眺められる場

所に建つ。昔は、鶴、鴨、雁

などの渡り鳥がたくさんみら

れたものと思われる。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

  いづみや（73-1577）の手打ちうどんは、太くこしがありうどん好きにはた

まらない。西山荘(B-18)の「桃源」(B-11)でも食べることが出来る。

Ｂ-0１ 
おおたらくがん

太田落雁の
ひ

碑（水戸八景）

瀟湘八景
中国の瀟湘八景に倣って斉昭が選び名づけたものです。　瀟湘八景とは、瀟水と湘水の付近にある、八つの佳景とされるもの。すなわち　平沙落雁、遠浦帰帆、山市晴嵐、江天暮雪、　洞庭秋月、瀟湘夜雨、煙寺晩鐘、漁村夕照の八景。北宋の宋迪（そうてき）がこれを描いて、八幅の画としたところからいう。



                                                                     まいづる塾

天保４年、徳川斉昭は、漢詩「水戸八景」の中で「山寺晩鐘響幽ｶﾞｸ」と詠ん

だ。常陸太田市には、水戸八景が 2 個所もある。風光明媚を楽しもう。

「アクセス・データ」

JR 水郡線の常陸太田駅より北西

へ約２Km。山吹運動公園体育館

南側から西山研修所へ山道を登

る。もしくは、西山研修所の新

館の奥へ入る。

東側駐車場･山吹運動公園、西山

研修所

２、私のおすすめ

 ぜひ、歩いていってほし

いポイント。山吹公園の

野球場を過ぎた所に案内

板がありそこから公園の

中を通って池をこえ坂を

登ると着く。現在運が良

ければ朝 6 時に久昌寺の

鐘が聞こえる。朝もやの

中ぜひ訪れてほしい。

（安藤雅夫記）

不思議な不思議な、なな

めの石碑。  (相原早苗記)

３、ちょっと寄り道

 隣接する西山研修所に

は、100 畳敷の大広間が

あり、昔の道場を思わせ

る。木造づくりの別館が

あります。

 山寺晩鐘の碑より山吹公

園へ小道を下ると池に出

ます。イモ虫のトピアリ

－（植木を刈り込み、イ

モ虫の形にしてある）が

楽しい。

又、池にはカワセミが飛

んで来るとか。止まる枝

は決まっているそうで

す。    （相原早苗記）

１、 ガイド

 県立西山研修所(B-07)東方

の高台に市街地を望んで高さ

約 2.25m の碑が建ってい

る。碑石には、太田特産の大

理石(寒水石)が用いられてい

る。石碑の文字は、水戸八分

といわれる書体で斉昭公の書

いた見事なものである。｢山｣

の字に古典文字が使われてい

る。「つくづくと 聞くにつけ

ても山寺の 霜夜の鐘の 音ぞ

淋しき」（斉昭作）

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

雪村の碑（B-03）、久昌寺(B-15)、永田円水の墓碑(B-16)などがある。

Ｂ-02 
やまでら

山寺
ばんしょう

晩鐘 の
ひ

碑（水戸八景）

水戸八景
中国の瀟湘八景に倣って斉昭が選び名づけたものです。常陸太田にあるのは　　　山寺晩鐘、　　　太田落雁残りは、東海や水戸など　水門帰帆、村松晴嵐、仙湖暮雪　広浦秋月、青柳夜雨、岩舟夕照



                                                                         まいづる塾

昭和 19 年に立てられ、戦時下に多くの画伯達の浄財により完成。西山研修所

に建つ。

「アクセス・データ」

ＪＲ水郡線の太田駅より北西へ約 2Km 県立

西山研修所内にあり。P 有り。

【横山大観】　日本画家。水戸出身。本名秀麿。

東京美術学校第一期生。橋本雅邦・岡倉天心に師

事。日本美術院結成に参加し、院展を中心に活躍。

天心没後の再興日本美術院を主宰。近代日本画の

一典型をつくり、墨画にも一風を開いた。代表作

「無我」「生々流転」「瀟湘八景」など。（一八六八
～一九五八）

２、私のおすすめ

 
おかくらてんしん

岡倉天心は、「
せっしゅう

雪舟が先

んじて出なかったなら

ば、雪舟の仕事をしてい

たであろう」と雪村を絶

賛しています。正宗寺

（B-23）には、滝見観音

図があり、毎年 10 月第

三土、日には虫干しが行

われ、見る事が出来ます。

常陸太田市のインターネ

ットのホームページ(
http://www.net-
ibaraki.ne.jp/h-ota/)
でも見られます。

（相原早苗記）

３、ちょっと寄り道

  塙町  
ますぎや

枡儀屋
うちわ

団扇店

（72-7159）室町時代

以来の手法をほぼ守

り、今も作られている

雪村うちわ。これは当

時、雪村が生活に余裕

が無かった為、自ら竹

を削りイグサで編み和

紙をはり、墨画の山水

花鳥の絵を描き、売っ

たことがはじまり。

        (安藤雅夫記)

１、 ガイド

  禅僧雪村は室町末期の水墨

家。数多く作品が残っている

といわれるが、生涯について

は、不明な点が多い。その為

か、現存する作品により、雪

村の活動の一分野しかみるこ

とができないが、この碑の雄

筆が
よこやまたいかん

横山大観であるように日

本文化史上独特な水墨画の作

風を確立した人物であること

はまぎれもない。この碑は、

昭 和 19 年 (1944 年 )
さんまいどうだんりん

三昧堂壇林
みょうけんどう

妙見堂後に雪村

顕彰会の人たちによって建て

られた。

．近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

山寺の晩鐘（B-02）,西山研修所（B-07），久昌寺（B-15）,永田円水の墓碑（B-
16）などがあります。

Ｂ-0３   
せっそん

雪村の
ひ

碑

http://www.net-ibaraki.ne.jp/h-ota/
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 太田出身の梅津福次郎翁は、苦労して北海道函館で成功を収めた大商人である。梅津翁は、

常に郷土への報恩感謝を忘れず、多額の浄資を寄附し、太田町役場（梅津会館）久昌寺(B-

15)、太田高等女学校（太田二高）、西山修養道場（西山研修所(B-07)）など大正から昭和
にかけて幾多の事業を援助した。

アクセス・データ
JR 水郡線太田駅より馬場行き

バスに乗り、「西二町」下車、

10分。
[梅津会館問い合わせ]

TEL 0294-72-3201

月曜日休館日
開館時間：AM9:00～PM4:30（分館も同

じ）
駐車場は、会館前の市営中央駐車場利

用

入場無料

2,私のおすすめ

 梅津会館は、煉瓦造りの二

階建で、正面にはアーチ型

の玄関があり古いホテルを

思わせるような洋館です。

真向かいには白壁を巡らし

た市営駐車場があり、ここ

を基点として商店街への買

い物や町中のぶらり歩き等

に便利です。西町通りは、

古い蔵造りの建物も多くま

たプランターやハンギング

バスケットにして四季の花

を飾ってある家が並び心が

なごむ場所です。

（立川久泰記）

3,ちょっと寄り道

西町通りの高台から西

山方面へのながめは一

見の価値があります。

特に雪の積もった朝や

夕焼けの景色は、ロマ

ンチックであり、幻想

的です。梅津会館の裏

庭や十王坂 (B-09)の上

から義公廟・西山公園

(B-17)の眺めをぜひ体

感して下さい。

   （立川久泰記）

１，ガイド

 昭和 11 年、梅津福次郎翁

の 3 万 5 千円の寄附により

太田役場として建設され

た。玄関の左側に梅津翁の

胸像が建てられている。内

部は、改装され郷土資料館

となっている。資料館の中

には、市内の遺跡から出土

した考古学的資料、歴史的

資料、郷土ゆかりの日本

画、彫刻工芸、書跡などが

収蔵されている。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

立川醤油店（TEL 0294-72-0108）：マンゴク醤油

釜     平 （TEL 0294-73-0063）： ソースカツ丼

和田薬局 （昔の金看板があります）

郷土資料館分館

B-04 
うめづ

梅津
かいかん

会館（郷土資料館）
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なんとかいつまでも残したい太田七井（金が井、紫岸井、観蔵井、猿の井、十

王井、滝の井、下井）の一つ。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より馬場

行きのバスに乗り、４分。「西

三丁目」下車、板谷坂を下る。

徒歩 7 分

2,私のおすすめ

 その昔は、金を出して

も惜しくない程の名水

との意味で金が井の名

が付いたのか？あるい

は、金に関わるエピソ

ードがこの周辺にあっ

たのかもしれない。埋

蔵金とか、砂金が出た

とか、華やかな名の付

いた井戸だけに様々な

物語を想像するだけで

も楽しい。

       （立川久泰記）

3,ちょっと寄り道

 近くに板谷坂があり、ホープ

計画の都市整備事業により美し

く整備され、また車の通り抜け

も出来ない道なのでのんびりと

散歩するのも楽しい。金井町公

園に昔ながらの駄菓子屋の店も

あり、成田山の下には、亀のい

る池やインコやうこっけいのい

る鳥小屋がある。坂を利用した

流しそうめんや坂の駆け上がり

選手権などのイベントが開かれ

たことがあり太田のまちの中で

は別世界のスポットである。

（ 立川久泰記）

１，ガイド

 以前、市内の醸造元が

清酒醸造にこの清水を

使用しました。今は、

井戸の周辺に草が繁っ

ているが水そのものは

臭いもなく透明で、い

やな味もしない。

 塙坂の入口の八百屋の

角を左に折れて、小道

を 20m 入ったところの

井戸

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

成田山真福寺(B-34)、法然寺(B-39)、本家「和泉屋」（TEL0294-72-0326）

おこのみ焼き「ひさご」（TEL0294-72-2538）、鍋屋（TEL0294-72-0348）のちまき

若柳(TEL0294-72-2248)の松花堂弁当は要予約。

長山商店（雑貨）（TEL0294-72-0018）

B-05  
かね

金が
い

井（
おおたなない

太田七井）
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徳川歴代藩主が太田御殿に来たときは御殿内に井戸があったにもかかわらず屋敷

の外の観蔵井から水を汲んで使った名水(このことから)「お茶の水」の名が付いた。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より馬場行

きのバスに乗り 15 分。「栄町」下

車，徒歩３分

またはパルティホールより北へ

徒歩１０分。

２、私のおすすめ

 栄町は昔の商業の中心地で

あり、通りには蔵が並んでい

たと思われる。その蔵の眺め

と、太田東田んぼの広々とし

た眺めは壮観であったと  思
われる。付近には、梅の木が

何本も植えられ 2 月～3 月に

かけて咲く梅の花を見るのも

楽しみです。

         （立川久泰記）

３、ちょっと寄り道

 近くにそびえ立つパ

ルティーホール(B-08)
は、音響が日本一とい

われています。コンサ

ート等の催しもよく開

かれています。
        （栗原智美記）

 この付近に湧き水が
多いのは、水を通さな

い凝灰岩の上に砂礫層

があり、その砂礫層に

地下水が溜まり、そこ
から水が湧くからだそ

うです。（相原早苗記）

１、ポイントの紹介

 古来、名水として付近住民に

親しまれ、飲料水として利用
されてきた。

徳川歴代藩主が太田御殿

(B-20)に来たときは、必ずこ

の名水を用いたという。
今もお茶の水として整備さ

れており今も水が出ている。

 周囲には井戸が数多くある。

隣には水神様が奉られてい
る。すぐ上に太田落雁の碑が

あり、太田東側一帯を見渡せ

る。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

太田落雁（B-01）
五来軒（TEL0294-72-2518）：セットﾒﾆｭｰがいろいろあるります。出来立てが美味

しい。

B-06  
かん

観 
ぞ う

蔵 
い

井（
お お た な な い

太田七井）

徳川斉昭

徳川慶喜
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県立公園に建つ木造の、研修施設を見てください。百帖敷きの大広間や長い廊

下は見ごたえ充分。大きな水墨画も有ります。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より北西

へ約２Km。駐車場有り

２、私のおすすめ

 西山研修所入口は、少し

小高い林の中にあり、周

りは多趣の樹木に囲まれ

ている。蝶やとんぼ等の

多くの昆虫の通り道にあ

たり、夏休みには小学生

の昆虫採集の宝庫であ

る。      （立川久泰記）

宿泊研修はもとより、ウ

ォークラリー等もでき、

西の内和紙の切り絵も研

修所の先生が親切に教え

てくれます。また、桜の

季節は、花びら散る中で

楽しむバーベキューがと

ても素敵です。

         (相原早苗記)

  

３、ちょっと寄り道

 昭和４０年代に、太田

一高の体育部合同の春

季合宿を行った事が有

り、周りの山道を走り

回り体を鍛えた。また、

各運動部同志の懇親を

図り、お互いの大会で

の健闘を誓い合った。

      （立川久泰記）

別館の大広間にある剣

道の絵は、夜になると

動くともっぱら子供達

の間では有名です。

       （安藤雅夫記）

１、 ガイド

 茨城県立西山研修所建設は、

昭和１０年常陸太田出身の梅

津福次郎氏が「水戸学研究の

精神修養する道場を義公ゆか

りの太田の地に建立したいの

で５万円を寄贈したい」と太

田町長に申し入れた事が発端

である。武藤常介町長は、水

戸徳川家に土地の借用を陳情

した所、快諾を得、同１３年

に西山修養道場が完成した。

同２３年に県立西山文化研究

所、２９年現在の名称になり、

いつの時代にも訪れる人びと

の研鑚の場となっている。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

山寺の晩鐘の碑（B-02）,雪村の碑（B-0３）、西山公園（B-17）、久昌寺(B-15)などが

あります。

Ｂ-0７ 茨城県立西山研修所
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B-08 常陸太田市民交流センター（パルティーホール）

 コンサート、講演会、演劇、発表会等が開催され、多くの市民が利用し交流す

る市民文化活動の拠点。音響の良さを知りたい人は、一度舞台に立つとわかる。

「アクセス・データ」
JR 水郡線太田駅より馬場行きバ

スに乗り「中城町」下車。

舞鶴橋を下り徒歩 3 分。

JR水郡線太田駅より約 1.7Km

車で 5 分
TEL 0294-73-1234

休館日 月曜日と年末年始

P：駐車場完備

１，ガイド

 地上２階、地下１階の建

物で１階の１,００４人収容

の大ホールは、コンサー

ト、式典、講演会に評判が

良い。特に観客席がワンス

ロープからなる大ホール

は、クラシック演奏者から

大評判の音響効果を誇る。

その他、多目的ホール、会

議室、和室、２階には、母

子室、映写室、ホワイエが

ある。屋外の「ふれあい広

場」には、コンサートので

きるステージもある。

2,私のおすすめ

 大ホールの
どんちょう

緞帳は、水

戸出身で太田一高に通学し

ていた有名な日本画家故加

倉井和夫がもと絵を描いた

ものでみごと。催事の始ま

るずっと前にきていないと

見られません。また、パル

ティー周辺は、環境がよく

朝もやの中で歩くのは気持

ちが良い。

（山口茂樹記）

 都々逸全国大会が毎年 11
月第一日曜日に開催されて

います。

             (相原早苗記)

3,ちょっと寄り道

隣接する常陸太田図書

館は、蔵書  万冊を誇

り、小中学生や大人の

市民の利用されまた平

成１１年には生涯学習

センターもパルティー

東側に建設され市民文

化交流一大スポット地

域が形成されつつあ

る。

   （山口茂樹記）

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

ヨネビシ醤油（B-33）：（TEL 0294-72-0108  駐車場有り 40 台 工場見学（要

予約）はおすすめ。昔からの大桶は、壮観、醤油の菌をあびるのは健康によい

と言われています。

片岡肉店（TEL 0294-72-124 駐車場有り 4 台 ）の
ほうばいづけ

芳梅漬けはおみやげによし
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寿町と西町を結ぶ急勾配の坂道で、桜の季節、西町の坂の上から見る西山公園

や久昌寺は絵の様に美しく見えます。また、坂の石垣も見事です。太田二高生

が通学路に通るせいか、だいこん坂とも呼ばれています。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より馬場行

バスに乗り、10 分「西二丁目」

下車、北へ 10m。

2,私のおすすめ

 坂の下の太田二高周辺

は、「山吹の里」と呼ば

れています。当時は、

やまぶきの花が咲き乱

れていたのでしょう。

現在は、山吹公園で見

ることが出来ます。ち

なみに県立太田二高の

校章も山吹の花をモチ

ーフにしています。坂

の下から太田二高にか

けて桜通りとして道が

整備され、きれいにな

りました。

      （栗原智美記）

3,ちょっと寄り道

この坂の途中には、昔ダンゴ

屋がありました。このダンゴ

屋に毎晩色の白い女の人がダ

ンゴを買いにきていました。

無口なこの女の人を不思議に

思ったダンゴ屋の夫婦は、後

をつけていった所、お墓の中

で消えてしまいました。しば

らくするとお墓の中から子供

の泣き声が----。中から生き

たままの赤ん坊が出てきたそ

うです。この様な怪談話の残

る坂です。

          （栗原智美記）

１，ガイド

 十王坂は、寿町と西町を

結ぶ急勾配の坂道であ

る。十王坂の中程北側に

太田七井の十王井があ

る。今も水は出ているが

飲料には適さない。山口

氏宅に半分程おおわれて

いるが井戸の中を見るこ

とが出来る。大正末期ま

で水は豊富で太田女学校

（現太田二高）にまで水

を供給していた。直径も

大きく、七井の中では最

大規模と思われる。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

梅津会館（B-04）、郷土第二資料館、潮横町(塩の道の終点、日立市水木の浜より塩を運んだ)、

山林堂本店  ( TEL0294-72-0056 東一町 自家製菓子｢水府煎餅｣｢西山荘｣ )

アウトポスト (TEL0294-73-0556 東一町 軽食喫茶 自家製パン･ケーキ )

B-09 十 王 坂
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清洌氷のように昼夜をすてず数百年湧き出て太田聚落地の古を偲ばせるる古井（太田盛衰

記より）。町内の人たちに守られ、水神様として祀られている

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より馬場行

きバスに乗り「木崎一町」、又は

「西三丁目」下車、徒歩３分

２，私のおすすめ

 水の少ない太田の町にお

いては貴重な水源であり、

昭和 2 年 10 月には、太田

町第五部、第六部の共同貯

水池がつくられ、今も竣工

を記念する銅板があり、当

時の人々の喜びの様子がう

かがえます。

  また、近くに増山本店や

小沢酒店の店が並んでい

て、往時の隆盛を偲ばせま
す。  （立川久泰記）

３，ちょっと寄り道

 井戸の中をのぞくとウナギ

が泳いでいます。何１０年

か前に近所の人が放して、

今も生きているそうです。

（注：捕えて食べてはいけ

ません）

 どうしてもウナギが食べた

くなったら、近所の「釜平」

さんへ行きましょう。

          （栗原智美記）

１，ガイド

 笠間街道の起点になっている

下井戸坂の中間にあり。太田聚

落地のいにしえを偲ばせる古

井。もとは、大榎が周囲に繁っ

ていたが今は、名残をとどめな

い。梅照院（B-37）は、昔この

付近にあった。

 幕末の頃（1884 年ころ）の太

田の地区には見えないが、佐竹

時代には木崎との境であるここ

下井戸は、掘になっていた。は

っきりと区分けされていたの

で、交通に橋が架っていたとい

われている。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

釜平（西三町 TEL0294-73-0063）：ソースカツ丼、うなぎ、海老フライ

二本松藩士の墓（B-13）

B-10 
しもい

下井（
おおたなない

太田七井）

太田七井
金が井、紫岸井、観蔵井、猿の井、十王井、滝の井、下井
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西山荘をゆっくり見た後は、のんびりと鯉に餌をあげたり、美味しいお菓子に

お抹茶で楽しみましょう。近隣の郷土土産品がたくさん揃っているので、楽し

い旅のお手伝いにうってつけ！

「アクセス・データ」

JR水郡線の太田駅下車

JR 水郡線常陸太田駅より北西へ

焼く 2.5Km。
営業時間：AM9:30～PM5:00

休    日：年末年始

駐 車 場：AM9:00～PM5:00（7,8 月は、

PM6:00）

電    話：0294-73-1300 FAX73-1301

２、私のおすすめ

  駐車場にトイレは 2 ヶ所

有りますが、出口付近にあ

るトイレは、市民考案によ

るものです。平成 9 年全国

さわやかトイレベスト 10
に入賞した素敵なトイレで

す。また、郷土資料館には、

縮尺したモデルを展示して

あります。このトイレのポ

イントは、環境にやさしい

トイレです。せせらぎが聞

こえ、汚水の浄化に力を入

れた所です。設計したメン

バーは、我が子のようにト

イレが気になり、今も毎夕

様子を見に行っていると

か．．．．．．（ 塩原慶子記）

３、ちょっと寄り道

 桃源駐車場を出て左

崖に「西山山荘記」の

碑があります。野口雨

情の伯父、勝一氏によ

る撰文で明治 38 年に建

てられたものです。横

綱常陸山関も寄付をさ

れ大変大きく見事な石

碑で、光圀公が敬愛さ

れていた様子が伺えま
す。  （相原早苗記）

１、 ガイド

西山荘を訪れる観光客の利便

を図るため、西山の里周辺整

備事業の一環として建設さ

れ、昭和 63 年 4 月にｵｰﾌﾟﾝし

た。施設内には、食堂には手

打うどんと各種弁当の予約サ

ービスを行っている。西山荘

に通じる遊歩道沿いには、池

や木橋、あずまやが配置さ

れ、周りには梅、アヤメ、シ

ョウブ、カキツバタ等が植栽

さえ、目を楽しませてくれ

る。また、近くの不老池のほ

とりにある茶室「晏如庵」で

は、太田銘菓と抹茶が味わ

え、茶室では、茶会なども催

され、団体で申し込めば、貸

し切れる。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

久昌寺（B-15）、西山公園（B-17）、西山荘(B-18)などがあります。

Ｂ- １１ 桃源
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国指定重要文化財である講堂

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より約

2.0Km。

馬場行きバスで「一高入口」下

車、8分。
太田落雁の碑から北へすこし行った先

にあり。現在は太田一高の北側に建っ

ている。

２、私のおすすめ

太田一高の正門は、笠間の

稲田石で出来ている。名門校

にふさわしい巨石の門で、創

立 80 周年を記念して建てら

れました。門には粗削りの部

分、中削りの部分、そして磨

きの部分とあり、人間も修練

により変わるという同校出身

の弓道範士で日本弓道連盟の

元会長、故中野慶吉氏の教え

を表現しています。

          （立川久泰記）

３、ちょっと寄り道

二十年程前までは、

体育館代わりに実際

使っていたそうで

す。もっぱら学生が

卓球をするスペース

でしたが、当時床に

は穴がたくさん抜け

ていて、ピンポンの

玉が良く落ちてしま

った。床下はピンポ

ン玉の宝庫になって

いるそうだ。

      （塩原慶子）

１、ガイド

  明治 37 年に完成した講

堂。明治時代の建築の質

的高さを十分に示すもの

として、さらに旧制中学

の講堂としても全国にほ

とんど類例のない建物で

ある。現在は、旧太田中

学及び太田一高関係の資

料館として整備されてい

る。同じ図面で建てられ

た講堂が県内に龍ヶ崎一

高、下妻一高にあり。設

計者は駒杵勤治茨城県技

師。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

太田落雁(B-01)、観蔵井（B-06）、帰願寺(B-40)、太田御殿(B-20)

Ｂ-12 県立太田一高旧講堂
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  幕末に徳川幕府より水戸藩
ちんぶ

鎮撫の命を受けた二本松藩兵が天狗党と命をかけて戦い常陸

太田を戦火から守った。激しい戦いで 10 余名の戦死者が出た。

「アクセス・データ」

JR 水郡線太田駅より西バイパスを北

西へ約 0.6Km スーパーかわねや前を右

に入る法然寺墓地内 徒歩 10 分

P：JR太田駅横 市営駐車場利用
天狗党（てんぐとう）

幕末、水戸藩で、藩主徳川斉昭の藩政改

革を機に結成された尊王攘夷運動の急進

的一派。元治元年筑波山に挙兵したが、

幕府の追討軍に敗れ、翌年、幹部は処刑。

２，私のおすすめ

 二本松戦士たちが投宿し

た法然寺や浄光寺、商家

などがある西町から東町

を回りながら激動の幕末

に重いを馳せて下さい。

今日でもお盆には藩士の

供養を欠かさない法然寺

さんと二本松戦士の霊に

合掌。

     （涌井文志朗記）

３，ちょっと寄り道

 二本松藩士の墓より梅

照院へ抜ける竹下坂に

は、最近少なくなった

白花タンポポが見られ

ます。めったに見られ

ない栗の巨木も見られ

ます。

      （相原早苗記）

１，ガイド

 元治元年(1864)7 月頃の太田

は天狗党から多額の用金や武

器の調達を申し付けられ、応

じなければ民家を放火される

など不穏な状勢が続いて、店

じまいする商家も出てきてい

た。そのように緊追した状況

の時に二本松藩兵 916 名が太

田守衛のため到着した。徳川

15 代将軍慶喜の父水戸藩 9 代

藩主斉昭の藩政改革に端を発

する水戸藩の内紛（天狗党と

諸生党のし烈な戦い）抗争に

精力と人材を消耗して名実と

もに天下の水戸藩の地位を失

ってしまう。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

東二町亀宗うらにある割烹旅館「若柳」（TEL0294-72-2248）

由緒有る店で、真弓の山並みや新市街地を展望できるお座敷で食事ができる。気軽に弁当

も楽しめる。要予約

B-13 二本松藩士の墓



                                                                         まいづる塾

教育の大切さを常に説いた、佐倉順天堂の創始者佐藤
たいぜん

泰然の養子「
さ と う す す む

佐藤進男爵」が寄附し

てくれた幼稚園。その心にふれてみましょう。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より馬

場行きバスに乗り、「中城

町」下車、徒歩 5 分。
【佐藤泰然】　蘭方医。武蔵国の

人。幼名田辺昇太郎、また同庄右

衛門。通称信圭。泰然は号。蘭医

足立長雋、大石良逸らに師事。順

天堂を開設し後進を指導。（一八
〇四～七二）

2,私のおすすめ

 佐藤進男爵は、
うちぼりちょう

内堀町の
たかわ

高和

家（現米菱醤油）に生まれ太田

郷校に通いました。医学の道を

目指し 14 歳の時に千葉県佐倉

市の親戚(順天堂)へ勉強に行き

医師となり幕府、官軍の区別無

く治療にあたりました。（会津

の
びゃっこたい

白虎隊や
しょうぎたい

彰義隊等の治療にあ

たった人です。）その後ドイツ

ベルリン大学を日本人で初めて

卒業し、外科医となりました。

教育の大切さを常に説いた佐藤

進男爵の像は、今でもやさしく

園児を見ています。その心にふ

れてみましょう。
                (相原早苗記)

3,ちょっと寄り道

 幼稚園前にある
くすのき

楠木は、

年中青々とした葉を持ち園

児達を長年見続けてきた木

です。茨城県近辺が北限と

いわれ、成長も遅いそうで

す。鹿児島にある楠木は、

根回り４０ｍと教室ひとつ

分もあるそうです。

          (相原早苗記)

 昭和の頃、戦争で銅鉄拠

出したため銅像も一時、留

守になっていた。かえって

きた時は、軍服を脱いで、

コート姿だったって知って
いた。？  （佐藤義宏記）

１，ガイド

 新徳幼稚園は、明治 35
年太田小学校付属幼稚園

として県内 4 番目に開園

した。明治 45 年、医学

博士佐藤進男爵の寄附に

より園舎が新築されたの

を機に太田尋常高等小学

校付属新徳幼稚園となっ

た。現在は、町の景観を

考慮した蔵作り風の建物
に改築された。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

伊勢又製粉：(乾麺「水府そば」、石びき｢黄門そば｣)日曜休日

東洋堂 （TEL0294-72-0328）：進徳幼稚園横。瑞竜まんじゅうを製造販売（最近は、焼き

立てパンもはじめました。）

B-14  
しんとくようちえん

進徳幼稚園
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日蓮宗久昌寺派の本山。山号靖定山。延宝五年、水戸光圀が母の久昌院を追福して創建。

開山は日忠。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅から北へ

2km。日立電鉄バス「太田馬場」行

き 「西二町下車」、徒歩 15 分。
しちどうがらん【七堂伽藍】：仏語。寺と

して具備すべき七種の堂宇。普通は、塔・

金堂・講堂・鐘楼・経蔵・僧房・食堂・（じ

きどう）をいうが、天台宗では、中堂・

講堂・戒壇堂・文殊楼・法華堂・常行堂・

双輪壜（そうりんどう）をいい、禅宗で

は、法堂・仏殿・山門・僧堂・庫院・西

浄・浴室をいう。

２．私のおすすめ

 久昌寺の鐘楼は午前六

時に毎日打ち鳴らし、

時を告げています。朝

さわやかな目覚めを迎

えさせてくれます。

 久昌寺周辺は桜の名所

です。太田の町並みや

阿武隈山地の眺めはす

ばらしく、四季折々楽

しめる場所です。

 (黒羽 文男記)

３．ちょっと寄り道

 太田二高前から二高生

の恋が芽生えるような

ヨーロッパ風の素適な

小径ができました。そ

こを通り抜けて若宮八

幡様に登り振り返る

と、義公廟の朱の建物

が良く見えます。桜の

季節、淡いピンクの中

に浮き立つような眺め

は春一番の景色です。

        (塩原慶子記)

１．ガイド

  久昌寺は、光圀の生母久子の

冥福を祈って稲木町に創建され

たが、幕末の混乱で失われた。

久子の祖母（お万の方）(家康の

側室)が建立した蓮華寺と合奉し

て、明治 3 年、現在地に改めて

建立された。寺宝に木彫りの光

圀の面や日蓮上人消息文、日乗

上人日記などがある。昭和 16
年に光圀（義公）の遺徳を偲び、

義公廟が建立された。廟内には

光圀の一字三礼をもって桧板 30
枚に書き写された法華経１０巻

を納める宝塔が安置されてい

る。

近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

西山公園での桜まつりの時期は夜桜のライトアップや売店が並び人出でにぎわ

います。桃源(B-11)は西山公園を西山荘の方向へ１０分位行った所に有ります。

常陸太田のお土産がたくさんあります。

 痔に効く旅館、まんだらじ。太田二高生御用達の高和商店、昔ながらの駄菓

子が沢山そろっています。

B-15 
きゅうしょうじ

久昌寺
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光圀より功績が認めたれ、「円水」の号を与えた。どれだけこの太田を歩いた

か計りしれない。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より

2.5Km。稲木町・県指定史跡

２，私のおすすめ

 近くには、山寺の水道があ

ります。久昌寺水道とも呼

ばれ、全長 200ｍにも及ぶ

長さです。大勢の僧侶が、

この水で暮らしたことでし

ょう。暗渠により湧水を集

め、ﾄﾝﾈﾙ式の水路となって

おり、トンネルを見ると、300

年も前にこのような工法が

用いられたことにびっくり

します。トンネルを見る時

は、民家を通りますから、

必ずあいさつしてからにし

ましょう。（相原早苗記）

３，ちょっと寄り道

  ここから西山荘(B-18)

に行くのも良し、西山公

園(B-17)へ向うも良し、

しかし、せっかくだから

西 山 研 修 所 (B-07) へ 向

い、右側崖にある清命水

道を捜してみましょう。

見つけることが出来た

ら、円水通となれるかも

（相原早苗記）

１，ガイド

 永田家は、甲斐武田氏の家

臣で、採鉱冶金、水利の技

術にすぐれ、武田家の金山

経営に関係していたらし

い。武田氏滅亡後、徳川氏

に仕えその後、寛永 17 年

(1640 年)に水戸藩に仕え

た。永田茂衛門、その子、

勘衛門は、町屋金山の経営、

44 堰の築堰、山寺笠原水道

を築き、その功績により「円

水」の号を与えられ、稲木

久昌寺の墓地を賜わった。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

山寺の水道、旧久昌寺跡（B-27）などがあります。

B-16 
ながたえんすい

永田円水の
ぼひ

墓碑

永田　円水　は
県内のほかの土地でも業績や逸話があります。辰ノ口堰や…。
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西山公園は、市内第一の桜の名所。公園内で眺めても、又、遠く八幡神社側から眺めても、

うっとりする穏やかさ。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅から大

宮行きのバスに乗り「新宿」

下車、10 分。徒歩 5 分。

２．私のおすすめ

  西山荘～西山公園～西

山研修所一帯は、ハイキ

ングコースが整備されて

います。季節ごとに山菜

やキノコをさがしなが

ら、健康づくりに歩く人

が増えてきました。ウグ

イス、ヤマバト、キジ等、

野鳥にも出会います。ネ

ーチャーゲームのフィー

ルドビンゴをするのに

は、ぴったりのエリアで

す。      （相原早苗記）

３．ちょっと寄り道

 花見の名所で、桜の木のした

にシートをひいて楽しむより

もずっといいポイントは、駐

車場入口登り坂の途中です。

桜の枝が両側からうでをのば

し、花のトンネルが出来上が

る。車の出入りを気にしなが

らも、道の真ん中に立ち止ま

り、空を見上げると桜の花び

らがヒラヒラとスローモーシ

ョンのようにふりかかってく

る。流れる時間が止まった様

に感じる瞬間を味わって下さ

い。          (塩原慶子記)

１．ガイド

 県立自然公園の中に西

山公園は位置し、太平

洋や東海村の原子力施

設も望める。

 約 3,000 本の桜が植え

られており、桜まつり

（4 月上旬）が毎年開

催され、市民の花見の

名所となっている。こ

とに桜の期間は、夜、

ライトアップされ美し

い。

近くの観光ポイント、食事処、お土産品等
夜のみそ田楽はバツグン！

常陸太田市商工会青年部が桜まつり期間中、出店しているコーナーで、みそ田楽が特にお

すすめ。市内で手づくりのゆすみそを使った風味豊かな田楽をさかなに、ビールを１杯い

かがでしょう。夜桜の時間には季節ちがいのクリスマスツリーのようにライトアップされ
た△の形が遠目にも鮮やかです。

B-17 西山公園
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諸国漫遊で知られる水戸藩２代藩主の徳川光圀公（水戸黄門）隠居所。此処で暮らした約十

年間(１６９１～１７００年)で｢大日本史｣の編纂や、様々な調査などもおこなった。光圀の

ライフスタイルが確定した地。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より北西へ

約 3Km。車で 10 分。

開園時間：AM 9:00～PM 4:30

休    日：年中無休(但し12/31、1/1は除く)

入場料：大人 500 円、小学生 250 円

電  話：(0294)72-1538

大型バスも入れるＰ有り。

２．私のおすすめ

 町を住まいの面から考え

る「すまいる研究会」設計
のトイレは、平成 年トイ

レベスト 10 に入賞。受賞

のレリーフがトイレの壁

に埋め込まれている。環境
にやさしいトイレで水の

浄化設備はメンバーに言

わせると「金魚がすめる」

程。

          (塩原 慶子記)

３．ちょっと寄り道

  西山荘へアプローチは近年

整備されＰ近くに「桃源」（お

土産・食事処）が出来、近代的

に明るくなりました。観光地と

してお客様が来やすく、利用し

やすく整備されますが「趣」

「思い出」が失われていくのは

土地の者には一抹のさびしさ

をも与えます。歴史施設の整備

は長い歳月を考えたものであ

ってほしい。と考えながら西山

荘への道の津を歩んでいきま

す。

       　　　　  

１．ガイド

元禄４年 (1691)光圀の

隠居所として建てられ

た。木造藁葺平建の御三

家の隠居所としては、質

素な造りで、丸窓から築

山と心字の池が眺めら

れる。「心」の字を裏返

しにした形の池があり、

『文字と人の心は裏か

ら見よ。』の意が込めら

れている。

  庭には好文木と称さ

れる梅の木が植えられ

ている。

近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

「桃源」（B-11）の傍らに「
あんじょあん

晏如庵」があります。 休業日は毎水曜日と 12/29～1/3。
立礼の抹茶（お菓子付き 500 円）がいつでも楽しめます。茶室として寄付きから水屋・

炉まで整っており、借り切ってお茶会などを催すこともできます。

B-18 
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開拓者精神に富んだ農家が、山間の土地の有功利用を、ぶどう栽培で実現した。

歴史は、すでに 40 年。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅から茨交

バスで馬場八幡行、天下野

行、常陸大子行などで約 10

分。馬場八幡さまのバス停下

車、徒歩約 10 分。常陸太田

駅からマイカーで約 5分。

Ｐ：各ぶどう園の駐車場を利用。

大型の P は難しい。

２、私のおすすめ

 巨峰が有名ですが、私はリッ

シュバーハが好きです。他にも

いろんな味が楽しめます。翌年

には名前を忘れてしまって、ま

た、全品、味見をするはみに･

…。巨峰の他に代表的な 15 種。

種無しはグリーンサマーとピオ

ーネ、皮ごと食べられるのはカ

ッタグルガンとバラディ。糖度

が高いのはオリンピア、ロザリ

オロッソ、赤嶺。他にふじみの

り、リサマート、ジャスミン、

リッシバーハ、ルーベル、ビオ

レ、ピッテロ、マリオ、マニキ

ュア、ヤトミローザなどなど。

園主にたずねて、是非、自分の

五感で体験して下さい。

       （塩原慶子記）

３、ちょっと寄り道

 知ってる？98 年 3 月

に開通した、待望のＲ

349 幸久大橋の外灯に

付いているシンボリッ

クなぶどうのライト。

夜に一度、車から降り

て観てみて！那珂町側

はひまわりだよ深夜な

ら空一面の星も見え、

結構ロマンチックだと

思うけれど、まだ実験

はしていない。

お父さんでは！！

      （塩原慶子記）

１、ポイントの紹介

常陸太田市内で初めて巨峰

の栽培に着手したのは長尾

区の人達。太田で最初のぶ

どうの木が現存していると

か。9 月いっぱい、各種の

ぶどうを味わう事が出来

る。又、8 月末にはぶどう

園ジャズフェスティバルが

催され、年毎に参加人数も

増えている。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

ぶどう園のひとつ、長尾地区シイナぶどう園（ＴＥＬ 0294-72-0942）では、ぶどう大福が

おすすめ。皮ごと食べられる種類のぶどうが入った大福は、いつでも手に入る訳ではあり

ません。9月中旬、中に入れるぶどうの採れる期間限定の販売です。500円（平成9年）

B-19  
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常陸の国を納めていた、佐竹氏が、城を築き入城の際城の上を鶴が舞ったこと

から、舞鶴城と名が付いた伝えられている。江戸時代になって城跡に建てられ

た、水戸藩の家老の別館を太田御殿と呼んでいる。

「アクセス・データ」

ＪＲ水郡線常陸太田駅より太田

馬場行きのバスに乗り「栄町」

下車、徒歩５分。

常陸太田市立太田小学校の体育館北側

に舞鶴城址の碑の裏に碑文がある。

２、私のおすすめ

 太田の台地は、鯨ヶ丘呼

ばれており、東には里川が

流れ、真弓千石の水田が広

がり、西には源氏川が流れ

ています。この地を納める

ため、八百年前から、この

台地に城が築かれてきまし

た。佐竹氏が最大規模に城

を築いた時には、鯨ヶ丘全

域が城の防衛線となってい

ました。江戸時代まで、時

の権力者が支配していまし

た。

　　　（黒羽文男記）

３、ちょっと寄り道

西側は西山公園があ

り、春は桜が咲き、大

変良い眺めになってい

ます。近くには、専売

公社跡地にある、銀杏

の大木は、秋になると

葉が見事に黄色く色付

きます。

銀杏の黄色い三角形

が、高台の下の東田ん

ぼからもよく見えま

す。

　（黒羽文男記）

１、 ガイド

佐竹氏の居城であった、舞

鶴城の跡地にあった、水戸藩

の家老でる、中山備前守の別

館を、「太田御殿」と呼んで

いた。

この、舞鶴城はいろいろな

呼び名があり、青龍城そし

て、太田城とも呼ばれてい

た。太田城の跡地にできた

御殿を太田御殿と呼んでい

たようである。

近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

進徳幼稚園並びの東洋堂(TEL0294-72-0328)の瑞龍まんじゅう（みそまんじゅ

う）は、あんこ（つぶあん・こしあん）がたっぷりで美味しい。親戚へのおみや

げに最高です。60 円。

Ｂ-20　
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・祭神　
おおさきのみこと

大鷦鷯命、
うがのみのみこと

倉稲魂命 応永元年（ｌ３９４）創建

「アクセス・データ」
JR 水郡線常陸太田駅前から太田馬

場行きバスに乗り、「内堀町」下車、

徒歩５分。徒歩の場合は、駅から鯨

ｹ丘ヘ向かう坂を上り、徒歩で２５

分。

バス停を下りたら進行方向に郵便局

がありそれを左ヘ曲がる。佐竹ニュ

－夕ウン石塚行き以外のほとんどの
バスが利用可能。

2,私のおすすめ

神社境内の大けやき幹回

り８ｍ、樹高 30ｍ錐定樹

齢 500 年のけやきが数本

たっています。他にいち

ょうの大木もあり、青の

新緑、夏の木陰、紅葉の

秋、四季折々の風景もす

ばらしい。また、秋の七

五三の節には、境内に市

民が丹精込めた菊の鉢植

えが沢山展示され、花の

前で記念写真を撮る親子

連れで賑わっています。

         （中野幸一記）

3,ちょっと寄り道

 境内社の北野天満宮は梅天

神の名で市民に親しまれてい

ます。縁起によれば、八幡太

郎義家が当地に到り、菅公自

筆の天満像を掲げ奥州征伐の

勝利を祈願したという。合格

祈願の絵馬もたくさん奉納さ

れています。九州太宰府まで

行けな方は是非どうぞ。ま

た、家内安全のごりやくは我

が家で立証済です。

            （中野幸一記）

１，ガイド

若宮八幡宮は、佐竹ｌ

３代義仁が稲荷社と共

に鶴岡八幡宮より勧請

して舞鶴城中に祀り守

護神とした．宝永５年

(1708)中山備前守信敏

が現社地に社殿を造営

し遷宮した。かつて

は、久慈浜に神輿が渡

御し、浜の旅所磯出の

神事が盛大に行われ

た。徳川光圏も礼を尽

くした神社である。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

徒歩３分でヨネビシ醤油（B-33）店があります。

見学や漬物、みそ等のお土産も買えます。

B-21 
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祭神　誉田
わけのみこと

別命 、
おきながたらしひめのみこと

息長足姫命 等 応保元年（ｌｌ６ｌ）創建

「アクセス・データ」

JR 水郡線太田駅前から太田馬場行

きのバスに乗り、「太田馬場」で下

車、徒歩５分。
バス停を下りたら進行方向道路右側のう
っそうとした杉の森の中にある。

2,私のおすすめ

400 年の歴史を刻んだ荘

重な本殿（奥側部分）

が、杉木立の中にひっ

そりと建っています。

きらびやかさはない

が、四隅の母屋柱には

それぞれ、竜に雲、獅

子に牡丹、象に唐章、

虎に竹のすばらしい彫

刻が施されています。

       （中野幸一記）

3,ちょっと寄り道

鳥居の側に小林製菓があり手

作りの和菓子（よもぎ芋等）

がおいしい。

また神社の北部一帯は、常陸

太田ぶどう郷であり秋には巨

峰等のぶどう狩りもいいです

よ。

            （中野幸一記）

１，ガイド

馬場八幡宮は、佐竹初

代昌義が社殿を造営

し、佐竹氏の守護神と

し、太田郷の総社とし

た。現在の社殿は、天

正８年(1580)に佐竹１

９代義重が造営したも

のである。元禄５年

(1692)には徳川光圏が

神鏡を奉納した。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

国民年金保養センター「ときわ路」で一休み。トロン温泉の入浴のみも可です。

B-22 馬場八幡宮
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  正宗寺は、北鎌倉に在る円覚寺と深い関わりを持っている。また、佐竹一族の墓所

と助さん、佐々
む ね き よ

宗淳の 墓が裏山にある。佐竹氏、徳川家と時代の流れを見続けてきた、
歴史ある寺。

「アクセス・データ」

ＪＲ水郡線常陸太田駅より水府、天
下野、下大門方面行き茨城交通バス

に乗り「増井」下車。源氏川を渡っ

て、川上へ 200m、徒歩 5分。

2,私のおすすめ
畑の真ん中に大きな石があり

ます。これは佐竹時代に寺が三

つあった時、庭に置かれていた

石です。石を移動すると災いが

あると言い伝えられえていま

す。

１０月の虫干しでは、鎌倉時

代から江戸時代までの貴重な宝

物が見学できます。代表的なも

のとして雪村の描いた滝見観音

図や徳川光圀の書等がありま

す。百数十点のお宝が本堂に展

示され、それはすばらしもので

す、ぜひ一度見学してはいかが

でしょうか。ただし、撮影は禁

止です。

　　          （黒羽文男記）

3,ちょっと寄り道

那珂通辰（B-42）、佐竹一族、

助さんが眠る(B-43)、増井町
は、秋になると虫の声が似合う

所です。

          （黒羽文男記）

  近くに小学校があり子供た
ちは、夏ザリガニ釣りに皆く

る。ザリガニ釣りと言えば正宗

寺。しかし市内に住む人でも正

しく「しょうじゅうじ」と読め
る人は、少なく「しょうじょじ」

「せいそうじ」など皆気ままに

呼ぶ。「しょうじょじ」は、た

ぬきだが「しょうじゅうじ」は、
ザリガニ

           （塩原慶子記）

１，ガイド

月山周枢和尚が１３４
１年に開いた寺。佐竹一

族の菩提所でもあり、多

くの、庇護を受けていた

当時は、文化の中心地で
あった。

  正宗寺の宝物倉には

巻き物や、仏像が多く収

蔵されている。公開は、
されていないが毎年、10

月の第三土、日曜日に虫

干しが行われる。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

宿-------------国民年金保養センター「ときわ路 」  (TEL 0294-72-4141)

お土産-------近くの長尾ぶどう郷(B-19)では、８月中旬から１０月上旬までぶどう狩り

           が楽しめます。

           期間限定で “ぶどうまんじゅう”の販売もあります。

B-23 
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佐竹氏ゆかりのお寺。大きな茅葺き屋根がみどころ。寄せ棟造り桃山建築の先

駆としての様式を備えており明治 3９年国指定重要文化財に指定されており、

坂東 33 観音札所の 22 番として安産、厄除けの仏として信仰されている。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より

西方に約 2.5Km の瓜連町

に通じる県道沿いにあ

る。駐車場数台可能。

２私のおすすめ

 本堂は、茅葺きの大きな

屋根をのせ、寄せ棟造り、

主屋の周囲をこけら葺の

裳階をめぐらし、正面中

央に唐破風をあげていい

ます。正面の火頭窓や柱、

外陣や組みものに桃山建

築の様式を備えていま

す。現在の姿は、江戸時

代に作り変えられたもの

です。この茅葺き茅は、

どれ位の量でしょうか。

      （相原早苗記）

３、ちょっと寄り道

境内には、樹齢 250 年

と推定される大きな銀

杏の木が有る。さらに

寺の後ろには、樹齢

200 年の大きなシラカ

シがある。夏、木々を

吹き抜けるかぜは、と

ても心地よい。

      （相原早苗記）

お寺の前にあるお地蔵

さまは、何回数えても

数が合わないという。

さぁ、数えてみましょ

う。 （栗原智美記）

１、ガイド

 佐竹寺は、真言宗の寺。号

は、妙福山明音院。寺記によ

ると、大同 2 年（８０７年）

碩僧徳一の開創によると伝え

られているが、寛和元年（９

８５年）花山院の命により元

蜜上人の建立ともいわれてい

る。本堂には、本尊の十一面

観音と佐竹氏歴代の位牌が安

置されている。佐竹氏の祈願

寺とされ、佐竹氏の隆盛とと

もに寺運も栄えた。佐竹氏国

替えの後は、光圀公から、朱

印地八石を寺領として与えら

れた。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

佐竹寺より、西へ行くと藤田十文字付近の田園の中に蕎麦

どころ「そば園佐竹」があります。天ざるは、風味豊かな

地場産の蕎麦をひき、やまいもつなぎのこしのある田舎蕎

麦と新鮮な山菜や野菜を使った天ぷらは、絶品。

(0294-73-2288 常陸太田市天神林町 5-207 営業時間／午前11 時～午後2 時)
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延喜五年(９０５)醍醐天皇の命で編纂された平安時代の法令集に『延喜式』が

ある。その中の神名帳に全国の式内社は 3,132 座あり常陸国では 28 座、久慈郡

には 7座、市内 4座が有りその内の一つである。

アクセス・データ

JR水郡線太田駅より西方へ約３

Km。

天神林町 佐竹寺から右奥手

駐車数台可

２、私のおすすめ

 鎮守の森は、社寺林とし

て自然林が大切に保護さ
れてきた貴重なエリアで

す。シラカシ、杉、モミ

などがあります。林床に

は、シラカシの幼木、ヒ
サカキ、青木など常緑樹

が多くシラカシ林として

安定した林がいつまでも

続くので極相林と呼ばれ
ています。夏は、幽玄な

雰囲気に暑さを忘れま

す。建築は、伊勢神宮に

倣った神明造りの典型と
して貴重なものとので

す。

       （相原 早苗記）

３、ちょっと寄り道

 水戸黄門様が座ったと

言い伝えられている石
がありまあす。どこか

な？探してみよう。

      （栗原智美記）

いつもは広い道路を車
で通っていますが、時に

はかつて水戸黄門様も

通ったと思われる稲村

神社から馬坂城跡や、佐
竹寺へ歩いて行ってみ

ましょう。木々や坂道等

を楽しみながら健康作

りができることでしょ
う。

      （相原早苗記）

１、ポイントの紹介

 物部氏の一族である久自国造

船瀬足尼【くじのくにみやつこ
ふなせのすくね】が大祖饒速日

命【たいそにぎはやひのみこと】

をまつったという。また一説に

は、日本武尊が東国征伐でこの
地を通りかかったときに、行く

手の山坂に妖気が漂っていた。

そこで七か所に天神七代の霊を

まつらせたので、「七代天神」と
も呼んだといわれている。嘉祥

二年(八四九)四月には、官社に列

せられ、水旱【すいかん】（洪水

と日照り）に霊験があったこと

が記されている。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

佐竹寺(B-24)、馬坂城跡(B-26)などがあります。

B-25  
しきないしゃ

式内社 
い な む ら じ ん じ ゃ

稲村神社



                                                                                                                    まいづる塾

馬坂城(間坂城)は、南西に張り出した台地の先端部に構築された平山城です。

北側は沼で、三方とも高さ 30 メートルの急崖となっている要害の地です。

「アクセス・データ」

JR水郡線常陸太田駅より西方へ3Km.

天神林町  佐竹寺と藤田十文字の中間、右手。

駐車困難。

２、私のおすすめ

現在城跡は、畑になってい

る。畑の周りには、空堀の

跡を見ることができる。空

掘りの周囲の木々がかなり

成長しているため見晴らし

は悪いが、かつては良く見

えたことでしょう。

         （ 相原早苗記）

周辺には、たくさんの家が

建っているのにこの馬坂城

跡には、一軒も建っていな

い。何故か？周辺は、畑に

なっているが本当は、全て

がお城だったのだろうか？

もしその通りなら大きな城

だったのでしょうね。

          （栗原智美記）

３、ちょっと寄り道

天神林町には、無毒薬

有機栽培にこだわる赤

須正友氏がいます。健

康は、食するものが天

然に近いものでなけれ

ばならないとの持論の

持ち主でカルガモ米や

無農薬野菜作りに専念

しています。天神林町

では、低農薬野菜など

の小売りも実施してい

ます。

      （相原早苗記）

１、ガイド

 馬坂城を築いたのは、新

羅三郎義光の孫で、佐竹氏

の祖となった昌義といわれ

ている。義光が後 3 年の役

(1051～1062)で兄 源 義家

を助け，軍功をたてたこと

で佐竹の地を領有すること

となった。城跡を物語る地

名として｢御城｣｢西城｣の小

字名が残り、空掘、物見塚

などの遺構も認められる。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

佐竹寺(B-24)、式内社稲村神社（B-25）などがあります。

Ｂ- ２６ 
まさかじょうあと

馬坂城跡



                                                                          まいづる塾

徳川光圀は、生母谷久子(久昌院靖定大姉)の冥福を祈るために、５年の歳月を

かけ豪壮な唐風七堂伽藍の寺を建立しました。幕末の混乱期に寺は荒廃し、明

治 3 年久昌寺は現在地に移り、今は西山公園になり久昌寺跡の石碑があります。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より北西

へ約３Km。

 西山研修所に駐車しハイキングコー

スを歩くことがお勧め

２、私のおすすめ

 彼岸花の咲く季節が一番

キレイです。「久昌寺って

ど ん な 所 だ っ た の か

な？」など空想にふけっ

てみるのも楽しいです。

11 月下旬～12 月上旬に

は、からすうりも見る事

ができます。近くのトン

ネルから西山方面へ散歩

に行くのもいいでしょ

う。   （栗原智美記）

３、ちょっと寄り道

旧久昌寺から北へ向うと

トンネルがあります。ト

ンネルの中で叫ぶもよ

し、休憩するのも良し。

よーく目を凝らして見る

と天井に文字がほってあ

る（ｲﾀｽﾞﾗ、落書きを含む）

ので解読に挑戦してみて

も楽しいでしょう。トン

ネルを抜けた先に続いて

いる遊歩道は、西山、白

馬寺方面に向っているの

で散策にどうぞ。

         （栗原智美記）

１、 ガイド

  徳川光圀は、生母谷久子

の冥福を祈るために約 5 年

の歳月をかけて豪壮な唐風

七堂伽藍をこの地に建立

し、水戸にあった経王寺を

延宝 5 年（1677 年）に移

した。元禄 5 年(1692 年)か

ら 8 年にかけて
さんまいどうたんりん

三昧堂檀林

を設け広く宗門以外の学僧

にまで門戸を開き多くの僧

侶を育成した。幕末の混乱

期に荒廃し明治 3 年に残っ

た久昌寺の宝物と宝塔をも

って現在の久昌寺（B-15）
に移転した。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

永田円水の墓碑（B-16）、白馬寺(B-29)などがありま

す。

B-27 
きゅうきゅうしょうじあと

旧久昌寺跡



                                                                         まいづる塾

常陸太田市は坂の町。町の趣をつくる「坂」と石垣を守り続けたい。

旧幕の頃は、このあたちには狐狸が棲息していたそうで、それらに関する言い

伝えも残っている。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より馬場

行バスに乗り、「西二丁目」下

車、徒歩 10 分。

2,私のおすすめ

 この坂がどんなに急勾配

か、写真からは想像できま

せん。おまけに、遍照寺入

口のところは非常に狭く、

ここで左に寄せすぎて、タ

イヤをぶつけて通りすぎる

車を何台か見かけました。

そして、そこにはホイルキ

ャップの置きみやげが。

でも、右に寄りすぎると、

今度は右側の壁面で車をこ

すってしまいます。この坂

を通った証が、壁には痛々

しく刻みこまれています。

       （渡辺智子記）

3,ちょっと寄り道

 かわねや木崎店で新婚家

庭に必要な品を購入した

帰り、義母の車は「とき

代」の看板を右折し、細

い路地に入った。目の前

に断崖絶壁の様な上がり

坂が、まるで新参者を威

嚇するように立ち塞がっ

ていた。母の車は何のた

めらいもなく登って行

く。太田は坂の町、杉本

坂を車でスーッと登れる

様になると、一人前の太

田市民になれると感じ

た。  （塩原慶子記）

１，ガイド

坂の由来については、どの

本にも記述は見られない

が、坂の脇にある遍照寺（俗

称呑龍さん）の山号が、杉

本坂であるところからきて

いるのではないかと思われ

る。

この坂に、明治の中頃ま

で樹木がうっそうと生い茂

っていたことは、今になっ

ては信じられない

中腹に伊勢外宮の
うつ

遷しが

あり、御田植祭事には全町

から御灯明銭として喜捨を

受けることは、古くからの

習慣になっている。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

立川醤油（B-32）：店先は奥様の愛情いっぱいの美しいハンギングバスケット

の花で溢れている。コクのあるマンゴク正油は、老舗の味。

B-29  
すぎ

杉 
もと

本 
ざ か

坂



                                                                      まいづる塾

西山研修所から西山公園のハイキングルートを歩いてみましょう。季節を感じ

ること請け合いです。

「アクセス・データ」

JR水郡線常陸太田駅より西方へ

約2.5Km。

  天神林町  、駐車数台可

2,私のおすすめ

お寺の中に入ってみる

と白い馬の描かれてい

る絵がかざってありま

す。運良く住職さんに

会えたらお寺の由来、

絵の紹介を聞くことが

できます。あちこちに

咲いているかわいらし

いお花が住職さんの人

柄とｾﾝｽの良さ、心使

いを物語っています。

      （栗原智美記）

3,ちょっと寄り道

白馬寺に行く途中に、珍し

い茅葺き屋根のかわいらし

い家をみることができま

す。「白馬寺」とほってあ

る道標のある場所では、左

が白馬寺、右が西山、西山

荘方面への遊歩道になって

います。野ｳｻｷﾞ、ｷｼﾞ、ｷﾉｺ

を見られる時もあります。

捕まえたり、とったりして

は、いけません。自然を楽

しみましょう。

         （栗原智美記）

１，ガイド

文和年間（1352-1356）に源如庵

和尚は、中国河南省洛陽の白馬

寺に渡り、2 年間仏法を学び帰

朝した。その後天文 2 年（1533）

幻室伊峰禅師を招き、開山とし

那珂郡山方村に寺を創建し中国

の白馬寺に因んで経来山白馬寺

と名づけた。文録年間（1592-

1596）に山方町より石塚村（常

北町）へ移り元禄 9 年(1769)に

徳川光圀の命によって石塚村よ

り太田へ移築された。現在の本

堂は、安永 2 年(1773)に再建さ

れたもの。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

佐竹寺（B-24）、旧久昌寺跡(B-27)などがあります。

Ｂ-２９ 
はくばじ

白馬寺



                                                                         まいづる塾

正宗寺に残る珍しい古木です。葉の形や幹の色が独特の色合いがあります。

アクセス・データ

JR 水郡線太田駅より水府、天下

野、下大門方面行きバスに乗り

「増井」下車徒歩５分

2,私のおすすめ

源氏川に架かる木製の橋か

ら正宗寺を眺めると、山門

の左側に緑が濃い大きな木

が見える、四季の移ろいの

中でかたくなに、その色合

いを守り、たたずむ木が、

ビャクシンです。人の話に

よると、このビャクシンの

枝を家の庭に刺しておく

と、幸せになると言ってい

る、真意は私にも分からな

い。     （黒羽文男記）

3,ちょっと寄り道

繁栄と衰退時代の流れを見

つめ、生きてきて古木、き

っと那珂通辰、佐竹一族、

徳川家と，その姿を見てき

たはずだ。

         （黒羽文男記）

 正宗寺の境内にあるこの古

木は、正宗寺の池のある庭

と一大庭園をなしていたら

しい。それはこの正宗寺が

僧であり、有名な庭師でも

あった無窓国師に学んだ月

山周枢和尚が開いたからで

す。そんな想像も楽しいも

のです。  （山口茂樹記）

１，ガイド

ビャクシンの北限に樹

齢約６００年の古木が

存在することは、樹木

の分布上珍し事だと専

門家は言っている。１

８３８年正宗寺は火災

に遭い全焼した。その、

焼け跡が幹に残ってい

る。ビャクシンの木は

禅宗寺院に多く植えら

れている。北鎌倉の円

覚寺にも古木がある。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

   佐々宗淳の墓(B-43)、佐竹一族の墓所（B-46）、那珂通辰の墓碑(B-42)などがあります。

B-30 
ましい

増井のビャクシン

byakushin
びゃくしん：ヒノキ科の常緑低木ないし高木。本州・四国・九州から中国大陸・ヒマラヤに分布し、日本では主に海岸に生える。庭園や寺院に植えられ、盆栽ともされる。和名イブキ。



                                                                         まいづる塾

・天保八年(1837)九月、寺町西
からめ

搦 （中城町）に水戸藩郷校
えきしゅうかん

益習館 が開設され

た。その初代館守が、日下部
むらじ

連 であり、その長男伊三治が父のあとをうけて

益習館幹事として館務した。

「アクセス・データ」
JR 水郡線常陸太田駅より馬場行きのバスに乗り「仲城町」下車、

徒歩 5 分。
太田小学校の運動場の北西隅に碑が建っている。

JR 常陸太田駅から北へ約 1.8Km。

【徳富蘇峰】　評論家、歴史家。本名猪一郎。熊本県出身。同志社

中退。明治二〇年「民友社」を創設、雑誌「国民之友」を創刊、同

二三年「国民新聞」を創刊。以後四〇年間、社長・主筆として自由

平等、平民主義の論陣を張り、近代日本の代表的時論家として活躍。

日清戦争以降は国粋主義に傾き、第二次世界大戦中には、大日本言

論報国会会長をつとめた。主著「近世日本国民史」。（一八六三～一

九五七）

2,私のおすすめ

小学生の頃、この周辺は大木

がたくさん生い繁り「まいづ

るの森」と呼ばれていまし

た。夏休み植木の水あげ当番

を放り出してセミのぬけがら

を取ったりしてよく遊んだも

のです。

             (栗原智美記)
秋から冬にかけて石碑のそば

にある大きなイチョウの木か

らぎんなんがたくさん落ちま

す。おいしいけれど踏むと大

変大変、要注意。１本の軸か

ら銀杏が 2 個有る物が有り珍

珍イチョウと呼ぶそうです。

(相原早苗記)

3,ちょっと寄り道

小学校の帰り道、途中にある

お稲荷さんでお茶会をしてい

るおばあさんによくしょっぱ

いおいなりさんをもらって食

べながら帰りました。

               (栗原智美記)

小学校正門前の伊勢又製粉の

そばは、全国的にも有名でと

てもおいしい。長野県戸隠で

お土産にそばを買って帰り家

で製造元を見たら常陸太田市

｢伊勢又｣と書いてあったとい

う笑い話が有ります。

               (立川久泰記)

１，ガイド

太田小学校の北西の隅に徳

富蘇峰の書による碑が建っ

ている。この碑の篆額は、

東郷平八郎によるもの。

（東郷平八郎の夫人が伊佐

治の孫にあたる。）日下部

連は、もと薩摩藩士であっ

たが浪人となっていたとこ

ろ水戸藩に学識が認められ

益習館の初代館守になっ

た。その長男伊三治は父を

助けて館務に当たり連の

後、益習館館守となった。

その後、薩摩藩に復帰し幕

末尊王攘夷運動に活躍した

が安政の大獄の犠牲となっ

た。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

  伊勢又製粉(TEL 0294-72-1236 日曜休日)：乾麺「水府そば」、石びき｢黄門そば｣

B-31  
くさかべふし

日下部父子の
ひ

碑



                                                                        まいづる塾

醤油醸造業を営み、創業 200 年の歴史の古い市内でも老舗と名が知られている。製品は主

に小売店へ納められている。直売もしており、宅急便で希望の組合せの醤油を全国各地へ発

送できる。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より馬場行き
のバスに乗り「西三丁目」下車、北

へ徒歩 3分。
住    所：常陸太田市西二町 2177

電    話：(0294)72-0108

営業品目：丸大豆しょうゆ、寿しょうゆ。
             ﾏﾝｺﾞｸしょうゆ、つゆ、あわ漬けの素

定 休 日：日曜、祭日

2,私のおすすめ
お店のまわりは花がいっぱ

い。プランターには季節の

花が咲き誇っています。水

やりと肥料に気を付けるの

がコツ。ハンギングバスケ

ットもよく手入れされてい

ます。

  商品でおすすめは、かつ

おだしの「寿しょうゆ（土

佐しょうゆ）」。それから「つ

ゆ」は、かえしから作って

いるので美味しい。うど

ん・そばはもちろん、煮物

にも最適です。(渡辺智子

記)

3,ちょっと寄り道
 立川氏 16 代の久泰さんは塾生

です。           (渡辺智子記)

  立川醤油店の斜め前には和田

薬局があります。店がまえは蔵

づくり。店の外側には金看板が

下がっていて、昔は夕日を受け

てピカピカ光っていました。中

にもいくつかの金看板があるの

で、薬を買いに行ったついでに

のぞいてみよう。

                (立川久泰記)

１，ガイド
 茨城県では醤油醸造が盛

んで、江戸時代には約 300

人の醸造業者がいた。

特に佐竹氏築城の地であ

り、水戸藩の物資の集散地

で一大商業で消費が多い常

陸太田の地域と大切な水の

質が良かったので、醤油造

りがこの地で続けられてき

た。

 立川氏は太田へ来てから

16 代。その 12 代は衆議院議

員。13 代は、町長と、由緒

ある家柄である。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

郷土資料館(B -04 ) 、郷土資料館分館などがあります。

B-32  
たちかわしょうゆてん

立川醤油店



                                                                       まいづる塾

江戸、明治、大正の 3 時代に渡る蔵造りの変遷の見学と、大正時代に地元水府産の杉でつ

くられたという九尺の大きな木桶が並ぶ醤油工場を見学。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より馬場行きの

バスに乗り「内堀町」下車、北に徒

歩 2 分。
営業時間：AM8:25～PM5:00

電    話：(0294)72-2255

営業品目：醤油、みそ、たまり漬け、お酒、ﾋﾞｰﾙ

            塩、清涼飲料水、各種調味料、
            米こうじ、米、大豆

定 休 日：なし

2,私のおすすめ

 土蔵造りの仕込み蔵と九

尺の杉の木桶に 200 年の時

を越えて、脈々と生き続け

る何百という微生物の命

に、私たちが工場見学をし

てふれることは、O-157 な

どから私たちを守ること

で、とっても健康によいそ

うです。醤油づくりにかか

せない微生物のパワーの恵

みを私達ももらいましょ
う。       (山口茂樹記)

3,ちょっと寄り道

 工場の敷地の北西にある

奨友館は、平成 10年 3月 28

日オープン。土・日だけ開

館する。醤油、たまり漬け

などのお土産も買えます。

    工場の南側の壁には、

あかずの門が埋め込まれて

あります。これは今の郵便

局にあった醤油の販売の高

和分家「日乃屋」に、高和

本家「米屋」が醤油をつく

って運搬した時のものだそ

うです。

            (山口茂樹記)

１，ガイド

寛政 12 年（1800 年）、高和

清兵衛が水戸よりこの蔵の内

に移転、米屋嘉右衛門という

冨商の酒蔵を継承した。銘柄

「米菱」は、その時の屋号「米

屋」にちなんでいる。その後、

1867 年、パリ万博にお醤油

で高和利兵衛が「雛菊」を出

品し、銅碑を受賞した。現在

のヨネビシ醤油(株)の基礎を

築いた初代高和金三郎は、明

治 18 年（1885 年）、酒蔵を

醤油蔵に改造して醤油業に専

念し、それから現在まで木桶

仕込みにこだわった醤油づく
りが続いている。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

スタジーと呼ばれるシイの巨木（子供達にはブロッコリーの木よ呼ばれている）、若宮八

幡宮(B-21)、進徳幼稚園(B-14)などがあります。片岡肉店(TEL0294-72-1245)の芳梅漬は

お土産に最適。

B-33  
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                                                                       まいづる塾

毎月 28 日は御縁日で花火があがり、奥の院、太子堂、観音堂などにあるいろ

いろな仏像が見られる。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より馬場行きの

バスに乗り「西三町」下車、4 分。

東三町のなべや南側の階段をおり、

途中左へ入る。徒歩 5 分。

2,私のおすすめ

板谷坂の登り口の左側に成

田山の境内があって、子供

のころ、この場所でサーカ

スが開催され、ライオンな

どを見たことがあります。

今、この場所を見ても、と

てもそのような大きさの境

内とは思えない。不思議で

ある。昔は御縁日には、板

谷坂に露店が並び、田舎か

ら出てきた人で賑わってい

た。今は花火の音だけで、

思 い 出 す だ け で す 。
(山口茂樹記)

3,ちょっと寄り道

 この境内近くには 2 軒の

駄菓子屋があり、子供にと

って楽しみの場所でした。

今では「成田」のお店とい

う愛称で子供達が呼んでい

る「さくらい」さんが 1 軒

しかない。その店は、小学

生位の子が安心して行ける

お店で、昔の駄菓子がいっ

ぱいあって、大人が見るだ

けでも楽しい。

            (山口茂樹記)

１，ガイド

  明治 32 年に小泉源三郎氏

が中心となって申請した千葉

の成田山新勝寺の御本尊の御

分霊を祭りした直末寺であ

る。御分霊の御本尊が中央に

奉られ、左に多賀郡十王町の

御不動尊、右に金子不動尊が

ある。うしろに奥の院（大日

如来）。太子堂には、弘法大

師、波切不動、聖徳太子像が

ある。観音堂には、十九夜観

音（安産の仏様）がある。家

内安全、商売繁盛、縁結び、

国土平安、万民農楽、の仏さ
んである。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

なべや（TEL 0294-72-0348 営業時間／AM9:00～PM6:30 木曜定休）がある。太田の名

物「ちまき」が有名。期間限定「どんぐりころころ」は美味しい。

B-34  成田山真福寺

成田小町が居たって。
その駄菓子屋に成田小町ともてはやされたマドンナが居た。取材時にも当時の面影充分でした。



                                                                       まいづる塾

古街道の一つで、勾配の急な坂である。この坂からは遠く阿武隈連山が久慈川の本流に尽

きるあたりを一望できる。この眺めを美人のまゆずみにたとえて「
まゆみさんごく

眉美千石」といったと

いう。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より馬場行きの

バスに乗り「西三町」下車、徒歩 3

分。

水郡線常陸太田駅より徒歩 15 分。

P:なし

2,私のおすすめ

 まいづる塾では、この坂

でなんと「流しそうめん」

のイベントを行いました。

市内で唯一、車が入ること

ができない坂なので、当日

は、大勢の家族連れや子供

たちで賑わいました。

  また、「坂のかけあがり

大会」では、たくさんの子

供たちが記録にチャレンジ

しました。

   普段は、のんびりと歩
ける坂です。  (渡辺智子記)

3,ちょっと寄り道

 坂の途中の美容室の近く

に、コンクリートの「亀」

があります。あなたは見つ

けることができるかな。

  また、板谷坂わきにある

公園は、水飲み場 やトイ

レも設備されています。近

くにある駄菓子屋さんに立

ち寄ると、懐かしい気分に

なります。

            (渡辺智子記)

１，ガイド

この坂は、平成 7 年にリニ

ューアルされた。

この坂を降りると、道は日

立方面へ続いている。

板谷は昔、「番屋」と書い

た古文書もあることから、佐

竹時代には東方から街への登

龍門で、いわば見付になって

いたかも知れない。近くに

は、佐竹氏代々の氏神の板谷
稲荷がある。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

太田豆腐店…豆腐はなめらかで大変美味です。油揚げの形は正方形に近いんが特徴。

           常陸太田市金井町2662 TEL (0294)72-1059
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                                                                          まいづる塾

佐竹氏代々の菩提寺。寛永年間の建物。
いっぺんしょうにん

一遍上人に会いに行こう！

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より約

1.2Km。
一遍（いっぺん）：鎌倉中期の僧。時

宗の開祖。
いみな

諱 は
ちしん

智真。
おくりな

諡 は円照大

師。伊予の人。浄土教を学び、のち

他力念仏を唱道。全国を巡り、
しょじょうさいど

衆生済度のため民衆に踊り念仏をす

すめ、
ゆぎょうしょうにん

遊行上人 、捨聖といわれた。

（一二三九～八九）

２、私のおすすめ

江戸時代の元禄年間に

は、
しゅうかくしょうにん

秀廓上人と
ぎこう

義公（水

戸光圀公）とは親密な間係

で義公もたびたび訪れた

とのことです。

       （安藤雅夫記）

付近を歩いてみましょ

う。お寺の東側から見る山

並みは、とてもきれいで

す。境内を出ると路地がい

くつもあり、迷路のようで

す。楽しい出会いがあるか

もしれません。

       （相原早苗記）

３、ちょっと寄り道

 東町の商店をのぞいてみ

ましょう。「きくや」は、

無添加天然味噌があり、昔

ながらの手作りで、素朴で

自然な味を大切にしてい

ます。隣の
ほうげつどう

宝月堂は、大正

2 年から和菓子を中心に製

造販売しています。4 代目

は、洋菓子を作っています

が、コンクールのメダルが

たくさんある、すごい人で

す。石田風呂店は、すべて

自家製おひつはんぎりも

あり、ご主人の確かな腕が

光ってます。さらに歩く

と、すごいお店が並んでい

ます。     （相原早苗記）

１、ガイド

 
じしゅう

時宗（浄土教の一派）の
かいそ

開祖「一

遍上人像」が建ち、佐竹九代
さだよし

貞義

が母の菩提を弔うために、正中

二年(1325 年)、創建した。江戸

時代には御朱印４０石を贈った

格高い寺である。寛永三年(1626

年)、火災に遭ったが、本尊の阿

弥陀如来と開山上人の木像など

は残った。了故和尚の尽力によ

り、数年でほぼ旧観に復興し、

本堂は寛永年間のものである。
げんじかし

元治甲子（1864 年）の変に奥州

二本松藩兵の本陣となった。歴

代上人墓地の背後に、中世佐竹

氏の墓石であると伝えられてい

る石塔が数基見られる。

・近くの観光ポイント、食事処、お土産品等
かげつ

花 月（TEL  0294-72-0435）：常陸秋そば

アウトポスト（TEL  0294-73-0556）：軽食  営業時間／PM12:00～PM7:00  日曜定休

B-36   
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鯨が丘の南端にあり、昔は木崎山と呼ばれ藩の留山であった所に建っている。ここからの

眺めは最高である。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅から北の市街

地に登り、徒歩４分。

2,私のおすすめ

 新本堂から眺めると、東に

真弓山、南に峰山や幸久大

橋、西に佐竹高校が見渡せ最

高の眺望です。また、儒教の

教えを大切にした光圀のお陰

か、大変親孝行な喜代太郎の

墓の近くには、春は梅が香

り、秋には銀杏の木の黄色の

色彩が見事です。
 （山口茂樹記）

3,ちょっと寄り道

 お寺の近くに太田七井の

一つの滝の井がありまし

た。この井戸は鋳銭座時

代（約 220 年ほど前）の

唯一この辺の飲料水だっ

たと言われている。この

井戸を探しみましたが、

現在では確認されていな

い。

       （山口茂樹記）

  旧本堂のちかくには、

「冬ごもり またよりそわ

ん この柱」の一句の松尾

芭蕉の碑があります。 （相

原早苗記）

１，ガイド

 真言宗豊山派のお寺で

は、白鳥山北野寺と号し、

元は湊華蔵院の末寺で、

初めは額田村にあって、

梅竜院と号したが、寛正

2 年（1461 年）、現在地

に移された。

  旧本堂近くには、常陸

三孝子のひとりに数えら

れた喜代太郎の墓があ

る。また、天保飢饉の惨

状を語る無縁供養塔もあ

る。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

木崎坂の「鷹乃家」（Tel 0294-72-0200）のトンカツ定食は、チーズとニンニクを入れたも

ので、一見食べる価値あり。

営業時間／AM11:00～PM2:00   PM5:00～PM8:30   日曜定休

B-37 
ばいしょういん

梅照院
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江戸時代、家康の知遇を得て布教活動をした
どんりゅうしょうにん

呑竜上人 は捨て子を教育したので、「子育て

呑竜さん」と親しまれている。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より 0.8Km。馬
場行きバスに乗り、西二町「梅津会

館前」または、「西三町」下車、 徒

歩５分。

2,私のおすすめ

  遍照寺の近くにある

杉本坂で一番急な坂と

して有名です。初心者の

方が車で登るのは大変

なので、必ず熟練のドラ

イバーを乗せて下さ

い！(坂道発進の練習に

はもってこいの場所か

も……。私もこの場所で

練習しました。

         (栗原智美記)

          

3,ちょっと寄り道

  この坂を登って真っす

ぐに行くと坂谷坂（下り

坂 ！ 車 で は 行 け ま せ

ん！！）があります。ここ

から見える景色は最高で

す。道端に立っている道標

にも注目して下さいね。

まっすぐな一本道があぶ

くま山脈へと続いていま

す。道の先には何があるの

かな？想像してみるのも

楽しいのでは？

           (栗原智美記)

１，ガイド

   時宗の寺で、本寺は神奈川県

藤沢市の清浄光寺（遊行寺）で

ある。当初は、款冬山光明寺と

いわれ、遊行上人の高弟真教上

人が、永仁２年開基、８代佐竹

行義の夫人が大檀那となった。

元禄 11 年（1698 年）に光圀が
すぎほんざん

椙本山遍照寺と改めた。

石川露香の墓碑がある。（俚

謡正調－都都逸の正調版）にお

いて当代随一の俊才であった

が、29 才の若さで病没した(明

治１４年～４３年)。

碑は、漢文で、兄の石川為介

撰文並びに書である。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

成田山真福寺（B-34）、法然寺(B-39)などがあり、又、近くには、なべや（TEL 0294-72-0348

AM9:00～PM6:30 木曜定休）があります。ちまきが名物.
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                                                                        まいづる塾

関東北部に浄土宗を広めた先駆者浄土宗第五祖蓮勝上人が創建した寺

正式には
えんかくざんしょうみょういんほうねんじ

圓覚山称名院法然時という。

「アクセス・データ」

常陸太田駅より約 0.8Km。

肴町に出たゆうれいの絵が描かれてい

る掛け軸が、八月のお盆の時期に公開

される。

２、ポイントの物語

昔から「三夜さん」と親し

まれてきた。この太田には、

成田山とこの三夜尊があり

縁日にはたくさんの人が出

たが今では、伝説になって

います。

      （安藤雅夫記）

蓮勝上人の弟子で了実（浄

土宗第六祖）は瓜連に常福

寺を創建し、今では、その

お寺のほうが「瓜連の六夜

さん」として有名です。

         （山口茂樹記）

３、ポイントの変化

「肴町」という場所は、
現在残っていません。

現在の「かわねや」周

辺だったと言われてい

ます。当時は、久慈浜
からとれた魚を売る魚

屋が５～６軒並んでい

たため、その名がつい

たそうです。

     （栗原智美記）

１、ポイントの紹介

延元元年（1336 年）に浄土宗第

五祖である蓮勝上人が太田城主

九代佐竹義篤の保護を受けて開

創した寺院である。

 蓮勝上人は、太田城主四代佐竹

義繁の五子であり、鎮西義白旗派

の祖鎌倉蓮華寺（現在の大本山光

明寺）で浄土宗第四祖良暁上人の

門下に入り、浄土宗の奥義をきわ

め、この教義を広めるため帰郷さ

れたと思われる。現在まで幾度と

なく寺の運命に危機が訪れたが、

そのたびに立ち直った珍しい寺

院である。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

成田山真福寺(B-34)、下井戸坂(B-10)、杉本坂(B-28)、遍照寺(B-38)などが

あります。
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・浄土真宗大谷派の寺。光圀ゆかりの寺宝が多く書院は、
しゃくそう

鵲巣亭と呼ばれ光圀が寄進した

もの。

アクセス・データ

JR 水郡線太田駅より馬場行き

バスに乗り 15 分「太田一高入

り口」下車徒歩 3 分

2,私のおすすめ

太田七井の一つ紫岸井がこ

の付近にあったことがわか

っているが現在その場所を

特定できない。住職の話に

よると寺の裏の竹薮の中に

水が涌いている所や駐車場

の中に湿った所があり、そ

の近辺でないかとのこと。

昔の井戸を探してみるのも

面白い。高貴な色の紫の名

を持つ井戸だけに光圀もこ

こを訪れた時は、この水で

茶の湯を立て詩作や大日本

史編纂に思いをめぐらした

かもしれない。

       （立川久泰記）

3,ちょっと寄り道

  すぐ近くに県立太田一高があ

り、正門は笠間の稲田石で出来

ています。名門校にふさわしい

巨石の門で創立 80 周年を記念

して建てられました。門には荒

削りの部分・中削りの部分そし

て磨き部分とあり、人間も修練

により変わるという同校出身の

弓道節士で日本弓道連盟の元会

長中野慶吉氏の教えを表現して

います。また同校には、国の重

要文化財の旧講堂（B-12）があ

ります。

           （立川久泰記）

１，ガイド

1586 年の創建で住職は

代々願入寺から来るの

が例となった。当初は、

馬場町駒棚に建てられ

たが、光圀の命により

1677 年栄町の現在地に

移った。本尊は、阿弥

陀如来立像で運慶の作

といわれ仏像の裏面に

光圀が寄附したむねが

記されている。（元禄 10

年）光圀は、度々この

寺の書院を訪れ詩作に

耽ったと言われてい

る。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

舞鶴城の跡（現太田小学校）、太田落雁（B-01）、観蔵井（B-06）

B-40 
き

帰 
がん

願 
じ

寺



                                                                    まいづる塾

谷河原の駅近くにこのお寺は、親鸞上人の像が見守る悲恋の民話が伝わるお寺です。

「アクセス・データ」

JR 水郡線の谷河原下車車場数台

可能。

開基 ：真宗で、宗祖親鸞を開山と称する

のに対して、末派寺院の創設者をいう。

                                                 

                

２、私のおすすめ

 このお寺には古くからの伝説

がある。それは、貧しい農家の

娘、おためが豪族の家の六郎と

いう若者とこいに落ちる。しか

し、親が二人の仲を認めず、と

うとう六郎は親の勧める富豪の

娘と結婚することになった。お

ための六郎に対する愛情は憎し

みに変わり、「呪い殺してや

る」と見も心も鬼になってしま

った。おためを哀れに思った親

鸞聖人は、おために説法する

と、鬼になったおためも涙を流

しはじめる。やがて角は消え、

その恐ろしい顔も元の美しい娘

に戻ったという話である。

３、ちょっと立ち寄り

西光寺前の 谷河原の田ん

ぼでは、白鷺が通年良く

見られます。種類も多く、

見分け方はコサギの足は

黒色で指は黄色、チュウ

サギは指先まで黒色。真

夏に緑の田んぼをバック

に飛んでいる様はとても

美しい光景です。

１、 ガイド

  真宗 24 輩２４番の旧

跡。開基 唯円坊は４３歳

(１２１５年)の時、親鸞

上人より法名を賜り那珂

町鳥喰に円寿院本泉寺を

建立 、水戸初代藩主徳川

頼房の命により１６２６

年(寛永３年)現在地に移

り西光寺と号した。

・ 近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

カーネーション

西光寺より藤田十文字へ向う道路沿いに、カーネーションを栽培しているビニー

ルハウスがあります。そこでは、時期により、販売もしてくれます。

笈（おい）

（「負い」の意から）修験者、行脚僧などが

旅行中、仏具、衣服、書籍、食器などを入

れて、背負って歩く容器。箱形で脚があり、

開閉する戸がついているもの

Ｂ-４１ 
さい

西 
こう

光 
じ

寺



                                                                         まいづる塾

正宗寺より北側へ向い、歩いて 5 分のところにあります。背中を山に、前方は

畑や田んぼが広がっています。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より水

府、天下野、大門行きのバ

スに乗り「増井」下車、徒

歩 10 分。

2,私のおすすめ

那珂通辰が眠る所は背を山

に、南は開け、母の懐に抱

かれているような、ホッと

した感じがする場所です。

小鳥のさえずりや、川のせ

せらぎが耳をくすぐりま

す。野の草花も咲き乱れて

います。まさに、ここは地

上の天国かもしれません。

のどかな田園風景も広がっ

ています。秋には、ブドウ

の香りも漂います。

          （黒羽文男記）

3,ちょっと寄り道

戦いは時の運、瓜連の戦

いが運命を変えている。佐

竹軍が那珂通辰軍に負けて

いたら、時代も変わったこ

とでしょう。

墓碑へ向う小径には、古

代の舞台石のような巨大な

石がゴロゴロしている。

昔々、寺社が多く建立され

た地区だったのだろう。墓

碑の手前の真ん中にも大き

な石が任座している。「どう

してどかさないの？」 「昔、

どかそうとしたんだけどね

… たたりがあると言われ

てね 」    （塩原慶子記）

１，ガイド

 南朝方の那珂通辰軍と北朝

方の佐竹軍は、西金砂、瓜

連などで再三再四にわたり

戦争が繰り広げられていた

時代の人物。

那珂通辰の最後は、佐竹

軍に追いつめられて、増井

町の一本松峰で自害した。

 五輪塔が通辰の墓碑で散

在している小塚が一族の墓

と伝えられている。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

正宗寺（B-23）,佐々宗淳の墓（B-４３）、佐竹一族の墓所（B-46）などがあります。

B-42 
なかみちたつ

那珂通辰の
ぼ ひ

墓碑



                                                                         まいづる塾

水戸黄門で有名な助さんの眠るお墓です。助さんと格さん、どちらが頭の切れ

が良かったか、ここへ来ると分かります。

「アクセス・データ」

ＪＲ水郡線常陸太田駅より水府、

天下野、大門行きのバスに乗り、

「増井」下車、徒歩１０分。

2,私のおすすめ

 正宗寺の西側の道を歩い

て行くと、佐々助三郎の

墓と書いた看板がある階

段を上っていくと左手に

柵で囲まれたお墓があり

ます。

  お墓は、南西の方を向

いて造られています。き

っと、西山荘を向いてい

るのだと思います。なぜ

か、南西の方を眺めると、

気持ちが落ち着くのは、

私だけでしょうか。

　　（黒羽文男記）

3,ちょっと寄り道

 助さんのお墓の右上

には、佐竹氏一族の墓

所が有ります。なぜ

か、徳川家と佐竹氏に

関わりのあるお墓がこ

の様に、近くに存在す

る事は、不思議な感じ

がします。

　　（黒羽文男記）

１，ガイド

 助さんの本当の名前は、

佐々
むねきよ

宗淳と言います。通称

は、介三郎と呼ばれていた

ようです。１５歳の時から

２０年間お坊さんの修行を

していた。

 ３４歳の時、坊さんを止

め徳川光圀の招きで大日本

史の編纂事業の責任者を務

め、５９歳で病死する。助

さんと格さんの本当の年齢

差は、４０歳。当時、若い

格さんと、一緒に旅は、で

きなかったようだ。

・近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

 那珂通辰の墓碑（B-42）、長尾ぶどう郷(B-19)などがあります。

B-43 助さんの墓

助さんって介さん
介三郎の屋敷跡は、西山荘の手前の不老池（おいぬさわ）の奥にあります。



                                                                         まいづる塾

B-44    
てんまんじんじゃ

天満神社

常陸太田の大門町の守り神、天神さん、黄門様がこの天神さんを建てたと伝えられています。

アクセス・データ

ＪＲ水郡線常陸太田駅より茨

城交通の大間が沢行きのバス

に乗り「天神馬場」下車、徒

歩１０分

２、私のおすすめ

大晦日の十二時を回る頃

に、天神さんへお参りにく
ると参拝者に暖かい豚汁

と甘酒、もちろん地酒もふ

るまわれます。そして、綿

飴も有ります。これは、大
門の青年団「青友会」の有

志が集まって毎年行われ

ています。年越しに一度

は、大門の天満神社へ初詣
に来てみて下さい。

　　　　（黒羽文男記）

３、ちょっと寄り道

天満神社周辺で初夏に

はワラビ、ゼンマイ、
秋にはキノコ類がたく

さん採れます。山菜の

知られざる宝庫です。

　　（黒羽文男記）
 近くに流れる川は源

氏側です。ホタルが住

み、美しい水が流れて

います。唯一市内で上
流から下流（里川に流

れつながる）のある川

です。 （相原早苗記）

１、 ガイド

 年代は定かでないが、大門城

の守り神として、根本石見守
がこの地へ天神立像や十一面

観音座像を祀ったのが起源。

　元禄年間水戸光圀公が近郷

の神社佛閣を調査したとき
に、天神立像や十一面観音座

像を江戸の徳川邸へ移し祀っ

たと伝えられている。現在の

天満宮は、金砂郷町中利員の
天満宮を遷し祀ったもの。三

百年以上の歴史がある。

近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

秋の味覚、巨峰ブドウ、りんごは、根本哲夫さんの農園で販売しています。

りんごは、9 月初旬から 10 月中旬の販売となっています。

なんだ
灰色の枠にポインタを移して。さて。クリック。



                                                                          まいづる塾

常陸太田市上大門町と水府村松平を結ぶ市内唯一のトンネル。

大宮町と北茨城市を広域農道で、自然を満喫できます。

「アクセス・データ」

ＪＲ水郡線常陸太田駅から約

１０Km。茨城交通バス大間

ヶ沢行きに乗り、約３０分。

徒歩２０分。

２、私のおすすめ

大松トンネルを出た常

陸太田側には、上大門の

山々が、大自然の懐で出

迎えてくれる。

トンネルを出て坂を下

った所に、市立上大門小

学校跡地。春には、新緑

と山吹の花、夏は源氏川

に住むヤマメと戯れ、秋

はキノコ取り、栗拾い、

冬、一面の銀世界、綿帽

子の木々と自然を満喫で

きる、秘密の場所。

        （黒羽文男記）

３、ちょっと寄り道

 トンネルから水府村

方面へと坂を下りきっ

た所に水府村物産セン

ターがあります。水府

特産品が色々ありま

す。

常陸太田側へ下り十文

字を北へ２Km 行くと

十国峠があります。桜

の名所で、花吹雪の中

で飲む悪代官が最高。

     （黒羽文男記）

１、 ガイド

大宮町から北茨城市へ通じ

る広域農道にあるトンネルで

ある。

１９９６年１月に完成した

このトンネルは全長１７６m
で、水府村松平と、常陸太田

市上大門町の境界線にある。

大松トンネルの由来は、大

門と松平を結ぶために作られ

たことから、頭の一文字ずつ

取って名づけられた。

１９９６年３月には大宮町

と常陸太田まで開通した。

近くの観光ポイント、食事所、お土産品等

上大門小学校跡の南側に、黒羽椎茸園があります。椎茸、ひら茸など値段時価

水府村物産センター、農産物、鮎の塩焼き、常陸そば。

B-45   
だいまつ

大松トンネル

トンネル
周辺の市町村とトンネルでつながる山国   常陸太田？？？



                                                                         まいづる塾

佐竹一族が常陸の国を中心とした地域を納めていた時代に、正宗寺が佐竹一族の墓所であっ

た。秋田へ国替えになるまでの一族の墓碑が十一基残っている、宝篋印塔と呼ばれている、

墓石には銘などは無いが、時代の流れを感じさせられる。

アクセス・データ

ＪＲ水郡線常陸太田駅より

天下野行きバスに乗り、「増

井」下車、徒歩５分

２、私のおすすめ

  正宗寺の裏山に、佐竹一

族の墓所がある。ここには、
助さんの墓（Ｂ－４３）も

近くにあります。夏には、

蝉の声を聞きながら、歴史

に触れられる場所です。

　　　   （黒羽文男記）

３、ちょっと寄り道

  秋になると、増井町

はブドウの香りに包ま
れます。巨峰ブドウ園

ではブドウ狩りも楽し

めます。のどかな田園

風景も楽しめます。
      （黒羽文男記）

 近くにマウンテンバ

イクのコースもあり、

遠く、東京方面からも
利用されています。貸

自転車もあります。

      （川又照雄記）

１、 ガイド

 佐竹一族は徳川家康の命によ

り慶長七年（１６０７年）秋田
へ国替えとなった。それ以前

の、一族の墓碑といわれてい

る。色々な説があり、墓碑はす

べて、秋田へ運んだ説と、常陸
の国に点在して残っている説

と二つある。この、宝篋印塔は、

傘の部分の飾りによって墓碑

の年代が分かると言われてい

る。

近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

増井のバス停前には、レストラン「さんろーず」（TEL 0294-72-1362）がある。

気軽に和・洋定食が食べられます。

Ｂ-46   
さたけいちぞく

佐竹一族の墓所

美人を連去ってしまった？！
転封の時、佐竹一族が家臣の半分ほどを秋田に連れて行ったのは本当。　でも、連れ去ったかはどうかな？秋田は水も米も良いが、日焼けを防いで色白で居たからと違いますか？ひがまないで。良く見れば、みんなきれいだよ。
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                                                                     まいづる塾

万葉集巻２０に収録されている久慈郡出身の
まるこべのすけお

丸子部左壮という防人の作であ
る。

アクセス・データ

JR 水郡線の河合駅下車 、徒歩 10 分

（約 0.8Km）数台駐車可。

国道 349 号の幸久橋太田側たもとの

水戸へ向う右側

さきもり（「崎守（さきもり）」の意）上代か

ら中古にかけて辺境防備に当たった兵士。特

に筑紫、壱岐、対馬など北九州を防衛した兵

士で、諸国より徴発されたが、天平二年以後

は東国の兵士をこれにあてた。任期は三年、

毎年二月に兵員の三分の一が交代した。

２、私のおすすめ

水戸方面から太田へ向

い
さきくばし

幸久橋の手前から見る
常陸太田市内の景色は、実

にすばらしい。遠くは町屋

まで見え、水郡線を走る列

車とかさなる風景は、なん
とも言えない風情がある。

列車の写真をとる場所と

しても最適である。

       （相原正夫記）

３、ちょっと寄り道

ここから市内の島町に

行って見よう。島町に県

内第二位を誇る梵天山
古墳(C-10)がある。この

近辺に
かみまりこ

上鞠子、中鞠子、
下鞠子の小字があった
といわれ丸子部左壮の

出身地もこの辺と思わ

れる。

       （相原正夫記）

１、ガイド

久慈川は、
さけ

幸くあり待て

   
しおぶね

潮船に
まかじしじぬ

真楫繁貫き

      
わ

吾は、帰り来む

「久慈川よ、変わらずに無

事で待っていてくれ。防人

の任期が終わったならば潮

船に梶をいっぱい通して大

急ぎでおれは帰ってこよ

う」という意味であり，実

に 1200 年以前の歌である。

・ 近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

歌碑がある久慈川の近くにシクラメンを栽培している冨岡園芸（作業場ＴＥＬ

0294－72－5420）があります。ここでは、シクラメンの直売をしてくれ、良質

のものが買えます。(11 月～12 月末)
 

Ｃ-01  
さきもり

防人の歌碑



                                                                       まいづる塾

寺宝に、親鸞聖人が「大心海」と書かれた
まくらいし

枕石と開祖の入西房道圓作の雪中枕
石之御真影があるお寺。倉田百三著の「出家とその弟子」のモデル。

「アクセス・データ」

JR水郡線河合駅より南東方へ約0.5Km
しんらん 鎌倉初期の僧。浄土真宗の開祖。別名、範宴・

綽空・善信。諡（おくりな）は見真大師。日野有範の子。
治承五年青蓮院の慈円について出家、比叡山にのぼり、

二〇年間学行につとめたが、建仁元年二九歳のときに法

然の門にはいり、専修念仏の人となる。建永二年の念仏

停止の際、越後国（新潟県）の国府に流され、恵信尼と

結婚。二人の間に善鸞・覚信尼が生まれる。門下に真仏・

性信・唯円など。著書に「教行信証」「浄土文類聚鈔」「愚

禿鈔」「唯信鈔文意」など。（１１７３～１２６２）

２、私のおすすめ

寺伝によると 1212 年（建歴２

年）11 月 27 日の夕暮れに親鸞
聖人は、二人のお弟子を連れて

大門村を通りかかり、おりから

の吹雪に困り果て
ひのさえもん

日野佐衛門
じょう

尉
よりあき

頼秋の館に一夜の宿を求め
た。しかし頼秋に断られ石を枕
に雪の中で休んだ。その夜頼秋

は、守り本尊の観音様のお告げ

により聖人とその弟子達を館

にむかえ入れ教えを受けて西
房道円という法名をいただき

枕石寺を創建したと伝えられ

ています。

３、ちょっと寄り道

枕石寺のすぐ横には、山

田川があります。ここに

は、久慈川河口から山田

川の常陸太田市の境ま

で続くサイクリングロ

ードがあります。川沿い

に春のカンゾウや秋の

彼岸花等、四季それぞれ

の風景を楽しめます。

運がよければキジの雛

にめぐりあえるかも。

       （相原正夫記）

１、ガイド

浄土真宗
にじゅうよ

二十四
はい

輩の寺。
1212 年二十四人の高弟の

一人である入西房道圓が
おおかど

大門村に創設した。1540
年（天文九年）に現在地に

移転した。本尊は、阿弥陀

如来で 1673年に徳川光圀
より寄進されたもの。

二十四輩とは、親鸞が高弟

24 人を選んだもので、浄

土真宗のエリート僧であ

る。

・ 近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

河合駅の近くに中華食堂の「河合」 (0294-72-0031)がある。ここのお勧めは、

新芽ニンニクの牛肉炒め物である。メニューも豊富で地元の人気も高い。

C-02  
ちんせきじ

枕石寺
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磯部町は、都々逸節の創始者｢都々一坊扇歌｣が生まれたところです。昭和 32 年

に生誕 155 年を記念し石碑が建てられました。毎年 11 月第一日曜日に都々逸全

国大会が開かれています。

「アクセス・データ」

JR 水郡線の谷河原駅から南未へ
約 1 キロ国道 349 号に面してい

る。数台駐車可
【都々逸節・都々一節】　俗曲の一つ。

雅言を用いないで、主に男女相愛の情を

口語で作り、普通、七・七・七・五の四

句二六音から成る。潮来節（いたこぶし）

を母胎にして文化・文政の頃に尾張国熱

田から伝えられた神戸節（ごうどぶし）

を、天保年間に江戸の都々一坊扇歌が新

たに作詞改曲した。

２、私のおすすめ

♪磯辺田んぼのバラバラ

松は風も吹かぬに気(木)
がもめる♪と 歌に出てく

る場所です。回りの景色を

眺めながら都都逸を作っ

てみてはいかがでしょう
か。一月の晴れた日には、

日光連山が冠雪をいだい

た姿がキレイでみるのが

楽 し み な 場 所 で す 。
（相原早苗記)

親に付き合いを反対され

ていた二人が上記の歌で

結婚を許されたというエ
ピソードがあります。縁結

びの歌でもあるんですね。

           （ 栗 原 智 美

３，ちょっと寄り道

常陸太田市内田町の

川又照雄氏は、第十
回 都々逸全国大会

の優勝者です。塾生

です。ちょっと自慢

です。
       (相原早苗記)
石碑の反対車線側

には、大きな梨が見

られます。梨には、
「事故なし、ゴミな

し空かんなし」とあ

ります。車の運転を

しながらのんびり見
ては行けません。

       （相原早苗記）

１、ガイド

都々一坊扇歌（1804～52）

は、芸人で都々逸節の完成
者。医師岡玄策の次男とし

て誕生。扇歌兄弟が疱瘡に

かかった時、人体実験に鰹

の刺身を食べさせ盲目に。
幸い扇歌は、失明は免れ、

のち三味線を手に諸国を放

浪し生来の美声と頓智で江

戸の人気を独占したが狂歌
で当時の社会情勢を痛烈に

批判したため江戸追放とな

った。江戸を追われた扇歌

は姉の嫁ぎ先（石岡）の旅
篭で亡くなった。江戸の落

語家船遊亭扇橋の門人。

・ 近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

磯部町峰入り口の北側木柵の中に，｢馬頭観世音塔｣がある。古くから、村松虚

空蔵尊へお参りする人々へ道標として大きな働きをしたと思われている。

C-03 
どどいつぼう

都々逸坊の
ひ

碑
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奈良・平安の時代から織物の神が奉られている。今も結城を始めとする織物の産地からの

参拝者が絶えない。常陸風土記によると、この地区で織られた布が、
ちょう

調（租税）として遠

く京の都まで運ばれていたとのこと。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より北東へ

1.5Km。機初公民館（旧機初小学

校）の先十文字を左折し（看板有

り）切通しを上がり 10 分程。
鳥居をくぐると、正面に神社、左に手

洗、及び布（ｱｼｷﾞﾇ）を奉納する建屋
が存在する。

２．私のおすすめ

 この神社への入り方。

丘の上から向かうと神社が丸見

え。なのに対し、下の道から入

ろうとすると、民家の軒先をひ

とこと「こんにちは。神社まで」

と声を掛けて通とお勧めの切通

しがあります。先に何があるの

かサッパリ解らない。これが良

い。表参道と呼べるような立派

なものは無いが、ジグザクの階

段を登る深い切通しは、薄暗く

てミステリアス。太古へのタイ

ムトンネルのようです。

 この神社の回りには、全国でも

有名な神社が奉ってあります。

               （佐藤義宏記）

３．ちょっと寄り道

  常陸太田駅との間を流

れる里川、その手前に銀

杏の大木がある稲田さん

宅があります。かつては

作り酒屋で長屋門がある

立派なお宅です。その門

手前左側においしいぎん

なんの沢山採れる樹齢

年、直径１ｍの古木があ

ります。樹形は梅の古木

のようです。夏は優しい

緑と木陰、秋には燃え立

つような真っ黄黄。これ

が見事。撮影した今年は

乾いていたせいか少し控

えめな色でした。
        （佐藤義宏記）

１．ガイド

 この神社は、施（アシギヌ）

という太い絹糸を利用した

機織を仕事にする長幡部先

祖神を祭るもので，常陸太

田市街からみて，東の対岸

台地に現存している。

  ｱｼｷﾞﾇを利用した布は、力

自慢の兵士がどんなに鋭い

刃物を用いても絶対に断ち

切ることが出来ないほど丈

夫なものである。そのため

に今でも毎年特別に奉納さ

れている。

・ 近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

幡横穴古墳群 101 基（幡町）。

幡山古墳(C-05)：数多くの出土品あり。

幡台地を中心に古代文化が開花、大陸からの技術導入があっ

たと考えられます。

C-04 
な が は た べ

長幡部神 社



                                                                       まいづる塾

おおむね 6～8 世紀ぐらいに作られたと言われている古墳群。幡台地一帯には、
かんとうつかがしら

環頭柄頭などが出土した。

古代文化の開化、大陸からの技術導入があったと考えられる。

「アクセス・データ」

JR 水郡線常陸太田駅より北東に

約２Km。

国道３４９号バイパスより「四季の丘，

はたそめ団地」南側にあり。

市街から見て、東の対岸台地を「幡台

地」という。

２、私のおすすめ

  南側に幡横穴古墳群(101

基)があり，横穴の線刻壁

画が残っています。1000

年以上前の線刻壁画を見ら

れることは、大変すばらし

い。

 この線刻壁画は、定例 4

月と 10 月に公開されてい

ます。

          （佐藤義宏記）

３、ちょっと寄り道

  近くに長幡部神社 (C-
04)があります。長幡部の

先祖神を祭るもので、こ

の地に同部族の集団が居

住していたことになりま

す。

  三才町には、芸術家斎

藤義孝(C-12)さん世界最

大の壁画「イメージのア

イヌ・ユーカラ」を制作

しておられます。

    （佐藤義宏記）

１、ガイド

  中国の伝説の流れが

650 年頃の日本に、この

常陸太田の地に流れ着い

た。幡山古墳に埋葬され

たのは、人々に機織の技

術を教え、荒れ地を開墾、

冶金を伝えた長幡部の首

長ではないかといわれて

いる。

  幡山古墳の移築したも

のが機初小学校内にあ

る。

・ 近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

梨・ぶどうの桧山梨園(TEL0294-74-3390)があります。

C-05 
はたやま

幡山古墳と横穴古墳群
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寛政年間（1751～1764）に堂宇が再建され、それ以来五百数十年にわたり法灯

を守り続けてきたお寺。

「アクセス・データ」

JR 水郡線河合駅より北方へ約３Km の

地点に有り。

こんごう（‥ガウ） （梵vajra跋闍羅、

伐折羅などと音訳。金中最剛の意）

仏語。①金属の中で、最もかたいもの。

宝石としての金剛石、または武器として

の金剛杵（こんごうしょ）をいう。②き

わめて堅固で何物にもこわされないたと

え。仏道を修めた者が、物に迷わないた

とえ。

２、私のおすすめ

3 月初旬には、梅の花が咲い

て花見ができます。又、境内

のいちょうの木もすばらしい

です。ぜひ一度、見にきてみ

てはいかがですか。

           （於曽能利浩記）

このお寺は、本堂や鐘撞堂、

その他の建物がそろってお

り、いかにもお寺らしい雰囲

気のあるお寺です。見ごたえ

があります。

           （山口茂樹記）

３、ちょっと寄り道

 本堂の裏側に、県内第二

位を誇る梵天山古墳群があ

ります。

宝金剛院近くに、手作り

の小物（エプロン等）を販

売している所があります。

      （於曽能利浩記）

１、 ガイド

梵天山宝金剛院性海寺は、1445

年（文按 2 年）に伝灯大阿闍

梨権大僧都宥弘上人が六反田

六地蔵寺の末寺として開山し

梵天山金乗院性海寺と称し

た。のち 1665 年（元禄 12 年）

に徳川光圀の命により馬場村

の八幡山宝金剛院本宮寺を現

在地に移し併せて院号を宝金

剛院と改めた。1800 年頃に再

建された。法灯とは、お経の

ことである。五百数十年間、

お経を守っている。

・ 近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

河合駅近くに、中華食堂「河合」（TEL0294-72-0031）があります。

C-06 
ほうこんごういん

宝金剛院
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普門寺は、新編常陸国誌にも記載された常北の
こさつ

古刹であり平安の昔、承安 2 年、
文覚上人を開基とする真言宗の霊場である。

「アクセス・データ」

日立電鉄岡田駅より東へ、国

道 293 号を渡って約 300 m。

車の場合は、常陸太田市街から普門

寺入り口交差点を左折（狭い）5 m。

駐車場有り。

２、私のおすすめ

普門寺は、由緒正しい

真言宗の霊場と言うこ

ともあり、回りが山に囲

まれており、庭園も含め

て四季折々の自然も楽

しめます。

 家族揃っての歴史・

自然探訪をお奨めしま

す。駐車場も完備されて

おります。

    （於曽能利浩記）

３、ちょっと寄り道

北東約 5Km に真弓神

社があり、北面の傾斜し

たところに県内最大の

杉が聳えています。

 ハイキングをしてみ

てはどうですか。

    （於曽能利浩記）

１、 ガイド

普門寺は、
えんまんざんむりょうじゅいん

圓満山無量寿院普門寺と称し、

金剛界大日如来を本尊とする。奈良時代の

開創と云う伝えであるが、史実的に明かな

ところでは、承安 2 年文覚上人による開山

とされる。その後、京都の名刹醍醐寺報恩

院の末寺となり、寺運隆盛、寺格も進み準

檀林の格式を有するに至った。寺は、創建

以来永く岡田郷田島に在って江戸時代に

及んだが、寛政 3 年（1791年）、30 世中興

の祖俊意上人の代現在地にうつされた。そ

の後、幾度かの災害に遭いながらも再建を

遂げている。また、水戸藩において真言宗

寺院が多数廃寺とされた天保改革の寺院

整理統合、明治維新の幾多困難な世情に遭

遇しながらも當寺は、法名を保ち今日に至

ってる。當寺の創建古く由緒正しいことは

明白であり、また、古くより数多くの檀家

を有する常北の巨刹である。明治 33 年真

言宗豊山智山分離により、大和の名刹は長

谷寺を総本山とする真言宗豊山派に属し

ている。

・ 近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

北西約 1Km に工業団地があり、「ポンジュース」で有名な 愛媛県青果農協連合会茨城工場

（TEL0294-74-3111）があり、予約すれば見学できます。

 食事処「花司屋」（TEL0294/-74-5988）、道食堂（TEL0294-74-4228）

C-07  
ふ

普 
も ん

門 
じ

寺
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酪農学園大学、雪印乳業、北海道ﾀｲﾑｽ（現北海道新聞）、札幌ﾃﾚﾋﾞを設立した、

希代の実業家黒沢酉蔵の生家。

「アクセス・データ」

常陸電鉄川中子駅より南へ

0.3Km。国道 293 号を横切って直

進 １００m先を右に曲がる。

車の場合は、常陸太田市街から世矢小

入り口交差点を右折（狭い）150 m。駐

車場有り。

２、私のおすすめ

  豊かな田園風景の中か

ら偉大な実業家が生まれ

たことは、興味深い。今は、

｢起業家の時代｣。一念発起

を考えているア･ナ･タな

ら氏の功績にあやかるた

めに一度訪ねてみてはど

うだろう。また、桜の木が

16 本あり、春は家族連れ

や名仲間内の花見で賑わ

う。バーベキュウの道具を

貸してくれるのがうれし

い。

        （豊田健文記）

３、ちょと寄り道

  近くを通る国道 293 号

沿いは、8 月になると梨の

露店が数多く出ます。ただ

し夏の土日は、海水浴客の

車で朝晩渋滞することが

あるので気をつけよう。

（豊田健文記）

１、ガイド

「酉和館」の名の由来は、

寄贈者 黒沢酉蔵氏と弟の

和雄氏の名前から。酉蔵氏

は、少年期を当家で過ごし

後に北海道に渡って酪農の

開発と発展に多大な貢献を

した。

 生家は、現在小目町新沼に

寄贈され集会所・道場・ｹﾞｰ

ﾄﾎﾞｰﾙ場として住民の憩い

の場となっている。

・近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

最寄り駅の川中子には、「川中子温泉」（TEL0294-74-4126）があり、事ある毎

に賑やかな宴会が催される。同温泉の近くにある、和菓子屋「中西菓子店」

(TEL0294-74-4076)には、涼味うれしい葛菓子｢水まんじゅう｣はじめ甘さ控え

めの手作り菓子がある。足に自信があれば北方の真弓山中腹にある真弓神社

(C-09)へのﾊｲｷﾝﾝｸﾞ（川中子駅から約２時間）もあります。

C-08  
ゆ う わ か ん

酉和館（黒沢
と り ぞ う

酉蔵生家）
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祭神、
おおなむちのみこと

大已貴命 ，
すくなひこなのみこと

少彦名命  大同 2 年（807 年）創建。坂上田村麻呂北征の

日、当地に八所権現を奉る。寛治年間（1087～1094 年）に源義家が戦勝祈願

し、陸奥を平定して凱旋の日に弓八帳を奉納した。古来、武門の崇敬社として

有名である。

「アクセス・データ」

真弓町日立電鉄線川中子駅から

約 4,5Km。（北方）に大同 2 年

(807 年)創建。

２、私のおすすめ

真弓神社の巨杉

県内最大の爺杉（C-13）が
そび

聳えている。樹囲は、目通

り 9.6m 根元 12.8m 樹高

は、45ｍもあり最適な育成

環境に恵まれています。こ

の杉に聴診器当てて聞くと

杉が水を吸い上げる音が聞

こえます。やはり生きてい

る。

         （相原正夫記）

３、ちょっと寄り道

峠には根元にうさぎが

巣くっていた婆杉があ

ったが燃えてなくなっ

てしまいました。

峠を降りて途中にも大

きな杉がたくさんある

が間違えないように！

爺杉は、もっと先に降

りた所に立て看板があ

ります。

     （相原正夫記）

１、ガイド

  真弓神社は、かつて八

所権現として奉られ、明

治元年（1968 年）12 月、

社号を現在の真弓神社と

改めた。当山（海抜 271.1

ｍ）は、船の航行の目印

となっているので漁師た

ちは、航海安全、漁業の

神として信仰してきた。

・ 近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

川中子駅の近くに「川中子温泉」（TEL0294-74-4126）があります。お食事やカラオケも

出来ます。

C-09 
まゆみじんじゃ

真弓神社

真弓の大理石
【寒水石】　かんすいせき　とも。　　　真弓山にも産出。茨城県日立市助川付近に産出する大理石の石材石。一般には純白の大理石をもいう。古生代の結晶質石灰岩で、白地に灰色の縞があり、結晶粒も大きい。建築用内装材、彫刻材、配電盤用絶縁材などに用いる。Kokugo Dai Jiten Dictionary. Shinsou-ban (Revised edition) ｩ Shogakukan 1988.国語大辞典（新装版）ｩ小学館 1988.



                                                                          まいづる塾

五世紀頃の古代を忍ばせる場所。約１０基の古墳群からなる。田園地帯にポッ

カリ浮かんだ梵天山にある全長１５１m のおおきな古墳（前方後円墳）がみも

のである。

アクセス・データ

JR 水郡線河合駅より西方へ約３Km の地

点に有り。車は、梵天山にある宝金剛

院性海寺の駐車場利用するとよい。
ぼんてん   梵Brahmanの訳。 「ぼんでん」とも）

インドの古代宗教で、世界の創造主として

尊崇された神。古代インド思想で宇宙の根

源とされるブラーフマンを神格化したも

の。仏教にはいって色界（しきかい）の初

禅天に住する仏教護持の神となった。十二

天、八方天の一で、帝釈天と対をなすこと

が多い。大梵天王。梵天王。

２、私のおすすめ

  市中央にある
はたそめ

機初小学校で
は、遠足で市南端部のここま

で徒歩で来たとのこと（約８

Km）太田駅からでも歩いて行

ける所ですので、ピクニック

がてら挑戦してみよう。

          （小田野里美記）

古墳の形は、宝金剛院の裏手

から見ると良く判ります。梵

天は、世界の創造主、この世

紀末は彼が描いたのかもしれ

ない、などと考えながら古墳

群を散策すると不思議な神秘

に身も心も包んでいく…。

             （正嶋 博記）

３、ちょっと寄り道

この近辺には、シク

ラメン作りをしてい

る富岡さんがいま

す。１２月には、直

接販売もしていま

す。さらにシクラメ

ンの種作り日本一の

大内さんも居てこの

常陸太田でシクラメ

ンつくりが盛んだな

んて知っていました

か？

    （相原正夫記）

１、ガイド

梵天山とは、山頂に梵天尊が

祀られたことに由来してい

る。梵天山古墳は、久慈川流

域の盟主的古墳で全長約 151

ﾒｰﾄﾙ、県内第 2 位の規模をも

つ大前方後円墳が全体を形づ

くっている。被葬者は、
くじのくにのみやつこ

久自国造 の 始 祖

ふなせ すくね

船瀬宿禰
といわれている。その他阿弥

陀塚古墳、高山塚古墳など約

10 基の古墳が重なりあってお

り、丘陵南斜面部には、「島

の百穴」として知られている

横穴古墳群もある。

・ 近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

河合駅の近くに中華食堂の「河合」（Tel 0294－72－0031）があります。新芽ニンニクと牛肉

の炒め物等、メニューも豊富で地元の人気も高い。

梵天山には、手作りの小物（エプロン等）を販売している所があります。（看板が見えづらいの

で要注意）

C-10  
ぼんてんさん

梵天山



                                                                         まいづる塾

年間 3 万人の太公望が集まる釣りのメッカ。5 月の最終日曜日には、恒例の釣

り大会が開かれる場所。あなたも太公望。

「アクセス・データ」

JR水郡線河合駅より南西に約2Km

2,私のおすすめ

釣りを楽しむ時期は、

５月頃が最高である。

魚が活発に動き始める

時期であり、又漁業組

合で鯉とヘラブナの放

流も行っているため良

く釣れます。景色を楽

しみたければ４月が良

い。桜の木が植えてあ

り花見をしながら釣り

をするのもおつなもの

です。（相原正夫記）

3,ちょっと寄り道

この場所は、トンボの種類も

多く観察するには、非常に良

い場所です。また、野鳥等も

多く集まる場所で、冬には白

鳥も飛来します。バーベキュ

ウ等もこの場所で楽しめま

す。トイレは、湖畔荘の対岸

にあります。釣り以外でも

鳥、昆虫、桜等楽しませてく

れるものが多く、一度は訪れ

て見る価値があります。

            （相原正夫記）

１，ガイド

久慈川の旧河川跡を利

用し、約 3.7 平方ｷﾛの

面積を有しており、魚

類（鯉、鮒、雷魚、鯰、

ブラックバス、ブルー

ギル、ワタカ、ハヤ、

ニゴイ、モツゴ、ウグ

イ、ヒガイ等）も多く

特にヘラブナ釣りの名

所として有名である。

釣人は、入漁券を湖畔

荘にて購入する。

・近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

湖畔に宿泊できる湖畔荘がある。この湖畔荘では、釣り具店もあり釣り餌なども手に入る。

この釣り場の基本は、鯉とﾍﾗﾌﾞﾅであり売っている餌は、練り餌である。ﾊﾔや鮒、ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞ

ｽ等を釣りたければ餌等は準備してきたほうが良い。又、この釣具店で食堂もやっており

老夫婦が作ってくれるラーメンがおいしい。湖畔荘℡ 0294-72-1553

C-11 
あわばら

粟原の釣り場



                                                                         まいづる塾

・常陸太田市三才町に住む芸術家。世界最大の壁画に制作中

「アクセス・データ」

JR 水郡線太田駅より東北・里

川近く約 1.0Km

2,私のおすすめ
アトリエを見学させてもら

えます。斎藤先生にアイヌ

語も教えてもらうこともで

きます。教えてもらったア

イヌ語を早速友達に教えて

あげよう!!
          （栗原智美記）

 先生のアイヌに対する思

いはなみなみならぬものが

あります。自然と共生して

いたアイヌの生き方は、今

後の私たちの生き方も考え

させられます。先生のお話

を聞きましょう
          （山口茂樹記）

3,ちょっと寄り道
近くの河原で見つけた石に顔

を描いてみるのも楽しいです。

川の向こう側に見えるの山は

阿武隈山脈です。阿武隈山脈か

ら吹いてくる心地良い風をあ

びながら河原沿いを散歩する

のも楽しいです。

          （栗原智美記）

三才から見る朝日や朝焼けは、

阿武隈山脈に映えて大変美し

く見えるところです。

           （相原正夫記）

１，ガイド

縦 3m 横 300m の世界最大

の壁画「イメ－ジのアイ
ヌ・ユーカラ」制作中。西

暦 1988 年制作を開始し

2000 年完成予定。

芸術表現は、ひとつの枠組
みに囚われることなく、も

っと自由があってもよいだ

ろうとの考え方から 1966
年に美術集団「ノンブラッ
ク」を結成した。

・近くの観光ポイント、食事処、お土産品等
   近くにかどや食堂（TEL0294-74-0140）あり、ご飯の盛りが良い。味もよし

また、三才には、塙製菓店（TEL0294-72-2311）があり、ここの金柑まんじゅうが大変

おいしい。

C-12 
さいとうよしたかがはく

斎藤義孝画伯

作品 1

作品 2

作品 3

大理石　だよ
近くの河原で見かける白い石は真弓山で採れる大理石です。きっと。真弓の大理石は市役所のフロアや壁にも使われています。今度行った時観てください。



                                                                           まいづる塾

・真弓神社北面の傾斜した所に県内最大の杉が聳えている。この一帯には、大杉が多くあ

るがこの杉が、最大であり爺杉と呼ばれ昔から親しまれてきた。以前には、婆杉もあった

が焼失してしまった。昭和 46年 12月 6日県指定

「アクセス・データ」

JR 水郡線太田駅より、日立電鉄線

に乗り換え川中子駅で下車。この

駅より徒歩で約 4.5Km

2,私のおすすめ

 爺杉かなと思われる

大木がたくさんあり間

違いやすいので要注

意。看板のある杉の大

木を探しましょう。ぜ

ひ，この杉にふれて見

てね。耳を当てると

900 年生き抜いた爺杉

の鼓動が聞こえてきま

す。

     （相原早苗記）

3,ちょっと寄り道

 真弓神社参道に亭々と聳

え立つ杉の巨樹群は、参詣

者に神聖な山の霊気を感じ

させる。

       （於曽能利浩記）

かつては、真弓神社の近く

には、婆杉とよばれる杉の

大木がありました。婆杉の

根元の穴に入ったうさぎを

いぶり出そうとした所、火

がつき悲しいことに燃えて

しまったと言う話がありま

す。

          （相原早苗記）

１，ガイド

 爺杉は、樹囲目通り 9.6m
根元 12.8m 樹高は、45ｍ

樹齢 900 年の杉である。

この一帯は、杉の最適な

育成環境に恵まれており

大杉が多くある。この近

くにある真弓神社（C－

09）は、源義家が戦勝を

祈願した所と言われてい

る。

・近くの観光ポイント、食事処、お土産品等

 近くには、真弓神社（C-09）があります。

C-13  
じいすぎ

爺杉

私も間違えました
晴れの日でも回りに木々の背が高いので少し薄暗い。そこにきて、最初にでかい爺杉かなと思われる大木に出くわすもので、つい。ほんとうは臆病になって早く帰りたかったのかも…。

うさぎって、おいしい？！
誰だ。うさぎを食べようとした者は！ウサギ汁をこさえて婆さんを喜ばせようとしたのかな？それで婆杉を燃してしまうとは！！。　　　　　　　　　　　　プン！プン！

編　者
こわいこわいむかしばなしをひとつでもしましょうか。　　　　　　　ちょっと寄り道コーナーでどうぞ。



                                                                         まいづる塾

・岡部合名会社は、久慈群西小沢村（現常陸太田市小沢町）にあり、創業が明治 8 年 10 月

である。常陸太田市内にある造り酒屋 3 軒の内の一つである。日本酒、焼酎を造っている。

「アクセス・データ」

日立電鉄小沢駅から西へ 0.5Km。

国道 293 号小沢バス停よりすぐ。

工場見学も出来ます（要予約）。

TEL0294-74-2171（代）

FAX0294-74-2172

2,私のおすすめ
 明治 8 年創業の長い歴史の中

で培われた、品質にこだわり、

本物を求めた伝統の銘酒を、あ

なたの長い人生の喜怒哀楽の

折々に、ぜひ味わってほしいと

思います。

松は目出度や お屠蘇の酔い

に 千代の緑の 色を増す

            石川露香作

         （川又照雄記）

 酒づくりを 11 月から3 月ま

で お こ な っ て い て 、 電 話

（TEL0294-74-2171）をしてか

ら見学しましょう。2 月ごろが

おいしい新酒が飲める時期で

す。        （山口茂樹記）

3,ちょっと寄り道
 北へ 1.5Km 位の所に 長幡

部神社(C-04)、幡山古墳と

横穴古墳群(C-05)があるま

す。

  古代のロマンにあえます

よ。     （於曽能利浩記）

１，ガイド

 岡部合名会社は、創業が明治

8 年 10 月という、歴史ある造

り酒屋である。常に水と米に

こだわり、銘酒造りを心掛け

ている。謙虚な人柄と旺盛な

研究心から生まれるお酒は、

茨城県の誇れる常陸太田代表

の酒でもある。種類も豊富で

大吟醸、吟醸、純米吟醸、純

米、生酒、生原酒等々あり、

容量も 180ｍｌワンカップか

ら 300・720・1,8l・１斗・2

斗・4斗樽あり、すべてのお客

様のニーズに応えている。

・近くの観光ポイント、食事処、お土産品等
   岡部合名会社はより南へ 2Km 位の所に大内園芸（TEL0294-74-3062）があります。

   シクラメンは全国的に有名。代表大内幸雄さんは人間的にも魅力たっぷり。

C-14 
おかべごうめいがいしゃ

岡部合名会社

酒 類 銘 柄
日本酒：祥

        古酒「大吟醸」

        金箔酒

        花ごよみ、

        黄門ばやし

        松盛

焼酎：よかっぺ



                            あ　と　が　き

○ただただ、ひたすら塾生をはじめ、御助言・御支援下さった先生方、皆様に感謝。（早苗）

○取材は楽しかったです．いつもは見るだけのガイドマップを作る立場に立つことによって、

どんなふうにすれば見る人の目をひけるのか考えることができました。貴重な体験でした。

                                                                          （悦代）

○ますます太田が好きになりました。もっとネタを探すぞ！！                  （照夫）

○忙しい時期に資料作成の追い込みとなり、大変な作業でした。太田は歴史があるまちである

とは言われてきましたが、詳しい事項は知らないことが多いのがよく分かりました。太田の

まちにはまだまだ未発見のことが多く、これからもデ－タ作りの必要があると思います。

                                                                          （久泰）

○本年度中にインタ－ネットのホームべージ作りを考えていましたが、資料作りの方にはまっ

てしまいました．写真もだいぶ撮りましたが、一番よい時期に撮れたものが少なく、四季

折々で、その場所の－番似合うものでまとめられればよかったと思っています．資料作りで

は毎週士耀日に行いましたが、なかなかまとまらなかったというのが実感です。もう少し面

白く書ければよかったと思いましたが、知らないことも多く、自分の勉強不足も感じました．

この資科もいろいろな使い方ができるようなものにして行くつもりであり、来年度もがんば

りたいと思っています。                                                     （正夫）

○３月上旬の資料作成のラストスバ－トはハ－ドであり、大学受験勉強以来の体力と頭脳の勝

負であった．本当に勉強したな……という感じがした。又、塾長と太田じゅうをまわり、写

真撮影をしたのを思い出す。                                                  （茂樹）

○常陸太田市に移り住んでｌ０余年。「場所」に個人的な想い出が結びつくたびに「ふるさと」

が増えてきました。この町に住む楽しさが一柵の本にまとまって、感慨ひとしおです。もっ

ともっと「ふるさと」を増やし続けて行きたいな。                              （慶子）

○この活動を通して、いろいろな名所や人物を学ぶことができました。

感謝・感動・感激！！                                                        （智子）

○編集、校正に参加して大変勉強になりました．本当に常陸太田市に生まれ育った事に感謝すると

ともに、今後も自信ある歩みと、更なる学習意欲を持ち続けたいと思っています。

ありがとう。                                                                  （照雄）

○地域の持つ自然環境や文化は、地元の人が一生懸命守り続けなければ風化し、なくなって行

きます。私達がまとめた地域デ－タは、歴史や自然等についてあつめました。このデータは・

未来へ向けたメッセージとしてのとらえ方もあります。何十年か過ぎた時に、昔の事柄が見

えるタイムカブセルです。このデータの形式もワープロの紙から CD－ROM や、これからの新

しいメディアとして姿が変わって行きますが、私達の気持ちは、常陸太田を誇りに思う心は、

変化しないで永遠に続くものと信じています。大好きです、常陵太田。           （文男）

○第３グループは、機初地区、世矢地区、幸久地区を担当した。主に、神社、寺、人物、食堂

などを調査し、ウォッチングなどしてまとめました。歩いている中で色々な発見、今まで見



過ごしていたもの、歴史など勉強になった。又、常陸太田の良い所が見えてきた。これから

ももっと歩いて発見していきたい。                                            （利浩）

○今回の作業を適じて、いままでなにげなく見ていた街角の風景の中にも歴史的なものが埋れ

ていたり、豊かな自然があったり、常陸太田の素晴らしさを再認識しました。あまり作業に

参加できず、他の皆さんにご迷惑をおかけしました。　                     （幸一）

○市民になってから太田の街について少しでも知りたくて入ったこの塾、いつの間にか、居心

地が良くて、自分が情報を発信する側になっています。シングルの私にとって、ひとりで路

地に入ると変質者と間違えられますが、いつも明るい皆と街を歩いていると、殊更に楽しさ

を味わいながら、この地域の人々の歩みを感じる事ができます。その思いを少しでも自分の

言葉で伝えたい．一緒に歩きませんか。　                                    （義宏）

○私と私の母は太田二高の出身です．十王坂から高校へと続く一本道。母が通っていた頃も、

私が通っていた頃も、春になると満開の桜が出迎えてくれました。いつか出会う自分の子供

にも、あの桜吹雪を見せてあげたいです。

自然のありがたさは、失ってから気付くって本当ですね。                     （智美）



・ ・・・・まいづる塾メンバー・・・・・
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                      中野 幸一 小飯田 博 高野壮一郎 河内 義信

                   Ｃグル－プ

                     ○於曽能利浩 相原 正夫 栗原 智美 大部 忠彦
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      日立電鉄電車時刻表(赤は休日運休）

常北太田 小沢 常陸岡田 川中子 大みか 大みか 川中子 常陸岡田 小沢 常北太田
606 609 611 612 628 534 548 551 553 556
621 624 626 627 645 607 621 626 628 631
637 640 642 643 700 637 651 658 700 703
653 656 658 659 717 652 707 714 716 719
709 712 714 715 733 709 723 730 732 735
725 728 730 731 749 725 739 746 748 751
741 744 746 747 805 741 755 801 803 806
756 759 801 762 821 757 811 817 819 822
812 815 817 818 835 813 827 830 832 836
841 844 846 847 903 841 855 858 900 904
910 913 915 916 932 910 924 927 929 932
943 946 948 949 1005 943 957 1000 1002 1005

1027 1030 1032 1033 1049 1015 1029 1032 1034 1037
1056 1059 1061 1062 1118 1057 1111 1114 1116 1119
1127 1130 1132 1133 1149 1128 1142 1145 1147 1150
1203 1206 1208 1209 1225 1204 1218 1221 1223 1226
1248 1251 1253 1254 1310 1235 1249 1253 1255 1258
1314 1317 1319 1320 1337 1302 1316 1319 1321 1324
1347 1350 1352 1353 1409 1315 1329 1332 1334 1337
1422 1425 1427 1428 1444 1347 1401 1404 1406 1409
1457 1500 1502 1503 1519 1423 1437 1440 1442 1445
1533 1536 1538 1539 1556 1457 1511 1514 1516 1519
1557 1560 1562 1563 1620 1521 1535 1538 1540 1543
1630 1633 1635 1636 1653 1558 1612 1615 1617 1621
1704 1707 1709 1710 1727 1631 1645 1648 1650 1654
1734 1737 1739 1740 1757 1704 1718 1721 1723 1727
1817 1820 1822 1823 1840 1734 1748 1751 1753 1757
1854 1857 1859 1902 1917 1804 1818 1822 1824 1827
1919 1922 1924 1925 1941 1841 1855 1859 1901 1904
1950 1953 1955 1956 2012 1919 1933 1936 1938 1942
2024 2027 2029 2030 2046 1950 2004 2007 2009 2012
2054 2057 2059 2102 2116 2025 2039 2042 2044 2047
2122 2125 2127 2128 2144 2054 2108 2111 2113 2116
2154 2157 2159 2202 2216 2122 2136 2139 2141 2144
2226 2229 2231 2234 2248 2155 2209 2212 2214 2217
2254 2257 2259 2302 2316 2227 2241 2244 2246 2249

上　り（水戸→常陸太田）
常陸太田 谷河原 河合 上菅谷 水戸 水戸 上菅谷 河合 谷河原 常陸太田

622 624 626 637 654 621 638 647 650 652
700 702 705 716 734 709 738 748 751 753
821 823 826 839 855 821 839 849 851 853
917 919 922 933 951 907 944 954 957 959

1021 1024 1026 1037 1057 1112 1132 1142 1144 1146
1153 1155 1158 1208 1235 1212 1229 1239 1241 1243
1317 1319 1322 1322 1355 1330 1349 1358 1401 1403
1512 1514 1517 1533 1552 1527 1544 1553 1556 1558
1604 1606 1609 1620 1637 1648 1704 1713 1716 1718
1725 1727 1730 1740 1801 1737 1754 1803 1806 1808
1814 1816 1819 1829 1845 1821 1843 1853 1855 1857
1907 1909 1912 1925 1941 1917 1940 1950 1952 1954
2001 2003 2006 2016 2035 2031 2047 2053 2059 2101
2108 2110 2113 2123 2141 2117 2135 2145 2148 2150
2220 2222 2225 2235 2228 2245 2255 2257 2259

水郡線時刻表

下　り（常陸太田→水戸）

上り（常北太田→大みか） 下り（大みか→常北太田）



市内バス時刻表 ﾋﾞﾝｸは、日・祭・第2・4土曜運休
真弓・大甕線（赤は、工場休運休） 水戸・菅谷・太田線 ﾋﾞﾝｸは、日・祭・第2・4土曜運休

馬場発 太田駅 大甕駅 増井車庫発 太田駅 水戸 水戸 太田駅 増井車庫

619 630 700 557 607 646 618 703 717
655 725 617 627 708 653 743 757
826 856 632 642 723 729 819 833
920 950 647 657 739 759 849 903

1107 1118 1148 712 723 805 829 919 933
1250 1301 1331 732 743 825 859 949 1003
1401 1412 1442 752 803 845 929 1019 1033
1610 1621 1651 817 828 910 1009 1059 1103
1718 1729 1759 837 848 930 1049 1139 1153
1835 1846 1916 857 908 950 1129 1219 1233
1900 1911 1941 917 928 1010 1209 1259 1313

937 948 1030 1249 1339 1353
真弓ヶ丘ﾆｭｳｰﾀｳﾝ・大甕線 957 1008 1050 1329 1419 1433

真弓ヶ丘 南高野団地 大甕 1017 1028 1110 1409 1459 1513

620 631 639 1057 1108 1150 1449 1539 1553
635 646 654 1137 1148 1230 1509 1559 1613
650 701 709 1217 1228 1310 1529 1619 1633
705 716 724 1257 1308 1350 1549 1639 1653
720 731 739 1337 1348 1430 1609 1659 1713
738 749 757 1417 1428 1510 1629 1719 1733
755 806 814 1457 1508 1550 1649 1739 1753
805 816 824 1537 1548 1630 1709 1759 1813
820 831 839 1607 1618 1700 1729 1819 1833
845 856 904 1637 1648 1730 1749 1839 1853
900 911 919 1657 1708 1750 1809 1859 1911

1000 1011 1019 1717 1728 1810 1829 1918 1930
1040 1051 1059 1737 1748 1830 1849 1936 1948
1105 1116 1124 1757 1808 1850 1908 1953 2007
1205 1216 1224 1817 1828 1908 1928 2013 2027
1225 1236 1244 1847 1858 1937 1958 2043 2057
1305 1316 1324 1927 1937 2016 2028 2113 2127
1330 1341 1349 2007 2017 2056 2058 2143 2157

1405 1416 1424

1500 1511 1519 627 637 718 739 829 843
1520 1531 1539 707 718 800 819 909 923
1600 1611 1619 737 748 830 859 949 1003
1630 1641 1649 807 818 900 939 1029 1043
1700 1711 1719 837 848 930 1019 1109 1123
1730 1741 1749 907 918 1000 1059 1149 1203
1800 1811 1819 937 948 1030 1139 1229 1243
1830 1841 1849 1007 1018 1100 1209 1259 1313
1905 1916 1924 1037 1048 1130 1249 1339 1353

1117 1128 1210 1329 1419 1433
1157 1208 1250 1359 1449 1503
1237 1248 1330 1429 1519 1533
1317 1328 1410 1459 1549 1603
1347 1358 1440 1539 1629 1643
1417 1428 1510 1619 1709 1723
1447 1458 1540 1649 1739 1753
1517 1528 1610 1719 1809 1823
1557 1608 1650 1749 1839 1853
1637 1648 1730 1829 1918 1930
1727 1738 1820 1908 1953 2007
1817 1828 1908 1948 2033 2047
1907 1917 1956 2028 2113 2147

日・祭・第2・4土曜



大橋・多賀線

馬場発 太田駅 多賀駅 多賀駅発 太田駅 馬場着
723 734 810 720 756 807

1026 1037 1113 845 921 932
1258 1309 1345 1200 1236 1247
1538 1549 1625 1400 1436 1447
1630 1641 1717 1225 1601 1612
1800 1811 1847 1650 1726 1737

1740 1816 1827

はたそめ・台坪線

馬場発 太田駅 はたそめ 台坪 台坪発 はたそめ 太田駅 馬場着
1440 1451 1459 1506 722 730 741
1507 1518 1526 845 852 900 911

1835 1843
2023 2011

太田二高線（学校が休校時運休） 太田市内線（赤は、日祭日運休）

太田駅 二高 二高 太田駅 馬場発 太田駅 太田駅発 馬場
757 802 1155 1200 635 646 635 646
806 811 1210 1215 648 659 708 719

1535 1540 700 711 805 816

736 747 825 836
馬場・太田駅・野際線 819 830 840 851

馬場発 野際着 野際発 馬場着 845 856 1124 1135
1340 1401 945 1006 920 931 1154 1205

1010 1021 1230 1241
馬場・神田入口線 1139 1150 1548 1559

馬場発 太田駅 神田入口着 1208 1219 1625 1636
1240 1251 1306 1644 1655 1658 1709
1550 1601 1616 1930 1941 1802 1813

神田入口着 太田駅 馬場発 2000 2011 1946 1957
745 800 811 2105 2116 2017 2028

1100 1115 1126 2051 2102

2122 2133
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