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平成 26年（2014）9月

9 月・10 月行事日程一覧

事務局便り

備陽史探訪の会の目的

備後を中心とした地域
の歴史を研究し、愛郷
の精神を涵養する。
（会則第１章第２条より）

行事参加の
お申込は

「要申込」のある各行事参加
の申込は以下のいずれかより
お申込ください。
◎公式サイトの参加申込フォーム
　「http : bingo-history.net」
◎事務局へメール
　[info@bingo-history.net]
◎事務局へＦＡＸ
　[084-953-6157]
◎田口会長宅へ電話
　[084-953-6157]

〔備陽史探訪の会事務局〕
〒 720-0824
広島県福山市多治米町5-19-8
TEL&FAX 084-953-6157
E-mail info@bingo-history.net

公式サイト
http://bingo-history.net

９月６日（土）【ぶら探訪 22】（要申込）
　　「～参勤交代の街道を歩く～奈良津街道」

９月 21日（日）【バス例会】（要申込）
　　「西国街道の宿場町を訪ねて（1）七日市・矢掛編」

９月 27日（土）【特別歴史講演会】
　　「びんご史探訪」

９月 28日（日）【創立 35周年記念事業】（要申込）
　　中世石造物調査９「新市町」

10月 4日（土）【ぶら探訪 23】（要申込）
　　「尾道を歩く　Part3」

10 月 19 日（日）【ぶら探訪 24】（要申込）
　　「薮路の大峠を歩く」

10月 25 日（土）【創立 35周年記念事業】（要申込）
　　中世石造物調査 10「引野町（予定）」

※ 10月開催予定の【鉄道の日記念きっぷの旅】「竹田城」は
　きっぷの発売の確認が未だ取れませんので、今年は中止と
　させていただきます。なお「竹田城」は来年の青春 18きっぷ
　の旅で開催予定です。

◎またまた行事案内がバージョンアップしました！従来の左開き
から右開きへ。会報と一緒に綴じやすくしました。それから、
トップページに２カ月分の行事予定の一覧を掲載しました。こ
れをカレンダーの横に貼っておいてもらうと、備陽史探訪の会
の行事は完全把握！できます。

◎今回は紙面の関係上、「アーカイブ紹介」は無しとなりました。
次回の行事案内までお待ちくださいませ。「びんご路写真クイ
ズ２」の答えと「びんご歴史クイズ６」は掲載してます！（今
回景品なしなので、特別バージョン「近世街道編」です☆

2014

行事案内
9月号

９月 13日（土）【近世・近代史部会】「近世福山を読む」
９月 20日（土）【中世史部会】「中世を読む」
９月 26日（金）【古文書講座】「はじめての古文書」
９月 27日（土）【古代史部会】「古墳講座」
10月 11 日（土）【近世・近代史部会】「近世福山を読む」
10月 18 日（土）【中世史部会】「中世を読む」
10月 24 日（金）【古文書講座】「はじめての古文書」
10月 25 日（土）【古代史部会】「古墳講座」
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要
申込

9月6日（土） ぶら探訪 22

ぶ～ら、ぶ～ら　　歩きましょ♪

福山藩のお殿様も通った道は

どんな道？険しい坂道えっち

らこ！？
正式には参観交代。江戸に行く事を参勤、
江戸から帰る事を交代といいます。奈良
津街道は、参勤交代ばかりでなく、神辺
矢掛方面からの往復や一揆の時には取り
鎮めの為役人が通った道でもありまし
た。

びんご路写真クイズ2答え
①「愛宕神社本殿」福山市草戸町
　寛永5年（1628）水野勝成が、福山城の火伏せの守
護として、明王院を別当寺として、京都愛宕神社を勧請
し造営しました。明王院の裏手の山にあります。
　覆屋内に納められており、宝形造の前面に縋向拝があ
り、唐破風がついている、珍しい造りです。各部精巧で
建築工夫に優れ、江戸初期の趣をよく残しており、保存
状態も良好です（神仏習合が当たり前の時代にはよくあっ
た造りなのかもしれませんが、今ではほとんど見ること
はありません）
　覆屋が開帳されるのは、旧暦１月23日のみです。
毎年変動しま
すが、明王院
の火渡り神事
と同日開催と
なっています。

②「沈下橋・近田橋」福山市駅家町
　福戸橋の下流に架かっている沈下橋です。
　駅家町大橋と近田を結ぶラインで、福山市内に架かる
６本の沈下橋の中で最も車の往来が頻繁と思われます。
　沈下橋は洪水のよくおこる川に架けられた欄干のない
簡素の橋です。大水の時は水中に沈んで、激しい流れや
流木などをやり過ごすため、潜水橋とも呼ばれる、大変
エコな橋です。日本各地にありましたが、年々その数は
減ってきているようです。市内に６本も残っているのは、
多い方ではないでしょうか。

～参勤交代の街道を歩く～
奈良津街道

【集　合】　午前9時　
　　　　　ユーホー奈良津店前　※雨天決行
　　（福山駅前①番のりば井笠バス8：35発→奈良津下車）

【参加費】　100円（会員）　　300円（一般）
【募集数】　45名
【講　師】　根岸　尚克（近世近代史部会評議員）
【見学地】
五反田地蔵・艮神社・慈照院・香美水跡・峠の
石造物・砂留・丸池（金比羅灯籠・社日さん・
一里松跡）
【その他】
※飲み物持参、歩きやすい服装・靴で参加。
※解散は 11時 30 分頃。解散後 313 号千田
入口バス停まで約15分ほど歩きます。
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9月27日（土） 特別歴史講演会

9月21日（日） バス例会
西国街道の宿場町を訪ねて（1）

　七日市宿・矢掛宿編
要
申込

【集　合】　午前7時50分
　　　　　福山駅北口観光バス乗り場※雨天決行
【参加費】　2,800円（会員）　3,300円（一般）
【募集数】　44名
【講　師】　田口　義之　会長
【主な見学地】
七日市宿（井原市七日市町）
　…本陣跡、川越し上がり場跡
間の宿今市（井原市西江原町）
　…本陣跡、平櫛田中生家跡
矢掛宿（小田郡矢掛町）
　…本陣、脇本陣、美術館など
矢掛町内の文化財
　…洞松寺（備中庄氏の氏寺）、毎戸塚古墳など
【その他】
※弁当・飲み物持参。
※歩きやすい服装でご参加ください。
※午後6時頃に福山駅北口帰着予定。

　私たちにとってお馴染みの西国街
道。もちろん今津宿も神辺宿もお馴
染みですね。
　今回は、これら本陣に泊まった大
名や宿場を訪れた旅人になったつも
りで、私たちが他の宿場や本陣へと
出かけてみましょう。
　行き先は、神辺宿から東へ３里の
「七日市」、さらに３里の「矢掛宿」。
「道」は古くから、人と文化を結びつ
けてきました。さてさて、どんな人、
どんな文化に出会えるでしょうか。
　現代の旅はバスにてワープ走行。
宿場へとピンポイントの旅でござ
る。９月６日のぶら探訪で神辺街道
を歩いたその脚、その気分で、ご乗
車くださいませ。より一層、味わい
深い旅になりますよ！

バス例会のキャンセルについて
３日前のキャンセルはキャンセル料は不要ですが、３
日から２日前のキャンセルは参加費の半額、当日のキャ
ンセルは参加費の全額を申し受けます。

矢掛本陣には、

お殿様を守る

仕掛けが

いろいろあるよ！

確かめてみてネ

「びんご史探訪」

【時　間】　午後２時～３時半
【場　所】　県立ふくやま草戸千軒ミュージアム
　　　　　地下講堂
　　　　　　（広島県立歴史博物館・福山市西町）
【参加費】　無料
　　　　　※申込不要。直接会場で受付します。
　　　　　　先着300名

講師　田口　義之
　　　　（備陽史探訪の会　会長）

主催備陽史探訪の会・共催広島県立歴史博物館

備陽史探訪の会では毎年２回、「ふくや
ま草戸千軒ミュージアム」と共催で歴史
講演会を開催しております。７月には島
根大学の長谷川さんをお招きして戦国時
代の備後についてお話いただきました
が、９月には田口会長に「びんご史探訪」
と題して、備後の郷土史についてお話い
ただきます。内容は、会の活動や会長の
研究活動の中で新たに判明した事実や深
まる謎など、備後の郷土史にまつわる興
味深い話です。どんな内容となるかは当
日のお楽しみだそうです。多くの皆さん
のご参加をお待ちしています。
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①　９月の石造物調査は新市です！駅家から新市へ通じる「銀の道」とも呼ばれる街道は
　　次の内どれでしょう？
　イ）　西国街道　　ロ）　神辺街道　　ハ）　石州街道　　ニ）　奈良津街道

②　江戸時代の街道といえば、東海道・日光街道・奥州街道・中山道・甲州街道の五街道
　　ですが、次のうち脇街道に定められたのは？
　イ）　西国街道　　ロ）　神辺街道　　ハ）　石州街道　　ニ）　鞆街道

③　街道沿いにあって、旅人が宿泊できる設備があるのは、何というでしょうか？
　イ）　馬場　　ロ）役場　　ハ）　宿場　　ニ）高札場

④　福山藩の殿様が参勤交代で通った峠は次のうちどれでしょう。
　イ）藪路大峠　　ロ）　奈良津大峠　　ハ）千田大峠　　ニ）　防地峠

⑤　西国街道で福山領内にあった宿場は何カ所でしょう。
　イ）１　　ロ）　２　　ハ）３　　ニ）　４

びんご歴史クイズ6

中世石造物調査
9月28日（日） 創立35周年記念事業

今年度の第九回目は、新市町南部を調査します。
事前の新市町における所在確認や調査カード作成を
お願いします。

【集　合】　午後１時30分
　　　　　福山市新市支所駐車場
　　　　　　（新市町大字新市１０６１−１）
　　　　　　

【その他】
※雨天の場合は中止し、後日実施。実施可能か
どうか、微妙な天気の際は、田口会長宅へ電
話での確認をお願いします。

※なお、10月25日（土）は引野町で実施する
予定です。

石造物調査は創立 35 周年に向けた探

訪の会挙げての記念事業です。全会員様

にご協力をお願いしたいと思いますの

で、なるべく多くのご参加お待ちしてお

ります。

要
申込

特別企画・近世街道編
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尾道を歩く  Part3
要
申込

10月４日（土） ぶら探訪 23

ぶ～ら、ぶ～ら

　　歩きましょ♪

　今回は、長江口広場から「鍛

冶屋町小路」を通り、「浜の

小路」「出雲大社の道しるべ」

を見て「住吉浜とクレーンの

公衆電話」と今回のメインで

ある「住吉神社の石造物」を

見ます。ここには「最古の年

号がある標柱や各地からの問

屋商人の玉垣と力石」があり

ます。

　資料に掲載さている写真か

ら尾道の今昔風景を確認しま

よう。過ぎ去った戦前の光景

に思いを馳せながら、ゆった

り・のんびりの尾道歩きを楽

しみましょう。

【集　合】　午前9時３０分
　　　　　ＪＲ尾道駅南口西側※雨天決行
　　　　　　（しまなみ交流館前　バス停）
　　　　　（バスで移動、長江口下車　140円各自負担）
【参加費】　100円（会員）　　300円（一般）
【募集数】　30名程度
【案　内】　岡田　宏一郎（近世近代史部会評議員）
【主な見学地】
★鍛冶屋町小路　★出雲大社道の道標　
★住吉浜（クレーンの公衆電話、
住吉神社の石造物）★荒神堂の井戸　
★旧築出町の稲荷社
（前回のようにクイズもあります）
【その他】
※歩きやすい服装・靴で参加。
※12時頃「渡し場広場」
　で解散予定

藪
や ぶ ろ お お た お

路大峠を歩く
要
申込

10月19日（日） ぶら探訪 24

ぶ～ら、ぶ～ら　　歩きましょ♪

　水野勝成が常興寺山に福山城を築き、周

囲の農地・荒地を造成・開拓し、城下町が

形成・発展していきます。そして最初に北

に抜ける唯一の幹道が藪路大峠でした。

　藪路大峠は字の通り峠道で城下へ運ぶ消

費物資を運ぶために荷車や馬車などの難所

でした。そのため、「藪路天神坂、馬殺し」

と言われました。

峠の麓では馬に関連する馬車屋や蹄鉄屋な

どを始め、様々な店や宿屋などが軒を連ね、

大いに賑わっていました。

　北から城下に行き交う人々の生活に思い

を馳せながら、当時の古道を歩きましよう。

【集　合】　午前9時３０分
　　　　　ＪＲ福塩線　横尾駅※雨天決行
　（ＪＲ福塩線　福山駅発9：09　横尾駅着　9：18）
【参加費】　100円（会員）　　300円（一般）
【募集数】　40名
【案　内】　髙木　康彦（近世近代史部会長）
【主な見学地】
（始発）横尾駅→両備軽便鉄道橋脚跡→天神坂
馬供養塔→法界さん→大峠旧道（急カーブ）→
実相寺（福山城外濠石垣など）→道標（旧石州
街道・神辺街道分れ道）→（終着）惣門跡
【その他】
※歩きやすい服装・靴で参加。
※午前11時半頃「胡町の惣門跡」で解散予定
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古代史部会

古文書講座
「初めての古文書」
◆9月 26 日（金）（第 4金）
　午後 7時～
◆場所　福山市民参画センター
【内容】「宝永八年沼隈郡神嶋村
萬差出帳」を読む

◆10月 24 日（金）（第 4金）
　午後 7時～
◆場所　福山市民参画センター

要
申込

初回のみ

中世を読む
◆ 9月 20 日（第３土）
　午後２時～
◆福山市民参画センター
◆講師　藤井保夫（副会長）

◆ 10 月 18 日（第３土）
　午後２時～
◆福山市民参画センター
◆講師　木下和司

近世福山を読む
◆ 9月 13 日（第２土）
　午後２時～
◆福山市民交流館
※市民参画センターではあ
りません。お間違えのない
ように！
◆講師　高木康彦（部会長）
【内容】
福山城建造物の第六回目です。三
ノ丸御屋形の建設経緯について
小場家文書、福山領分語伝記、
備陽六郡志などから紐解きます。

◆ 10 月 11 日（第２土）
　午後２時～
◆福山市民参画センター
◆講師　高木康彦（部会長）
【内容】
福山城建造物の第七回目です。
三ノ丸北面を学習します。

中世史部会 近世・近代史部会

会報 180 号原稿募集！
10月発行の会報180号の原稿を募集しています。備
後郷土史に関するものは何でも差支えなし。論文・論考・
資料提供・絵・写真・俳句・随筆・昔語り・質問、他、
例会報告など会員の皆様の投稿をお待ちしております。
9月16日（火）までに事務局編集部まで。

古墳講座
◆ 9月 27 日（第 4土）
　午後７時～
◆福山市民参画センター
【内容】「備後南部の古墳時
代～二子塚古墳の検討から
（仮題）」

◆ 10 月 25 日（第 4土）
　午後７時～
◆福山市民参画センター
【内容】「渡来系氏族をさぐ
る（仮題）」

ほとんどの人
が初心者だよ。
ゆっくり進む
よ。
みんなで頑張
ろうね。


