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●●●●冒頭部分
一一一一
木曽路 はす べて山山山山 のののの中中中中 であ る。。。。あ ると ころは岨岨岨岨づた いに行行行行くくくく崖崖崖崖 のののの道道道道
であり、、、、あ ると ころは数十間 のののの深深深深さ に臨臨臨臨むむむむ木曽 川 のののの岸岸岸岸 であり、、、、あ ると
ころは山山山山 のののの尾尾尾尾をめぐる谷谷谷谷 のののの入入入入りりりり 口口口口であ る。。。。一筋 のののの街道 はこの深深深深 いいいい森林
地帯をををを貫貫貫貫 いていた。。。。
東東東東ざ か いの桜沢から、、、、西西西西 のののの十曲峠ま で、、、、木曽 十 一宿 はこの街道 にににに添添添添
う て、、、、二十 二里余 にわたる長長長長 いいいい谿谷 のののの間間間間 にににに散在 していた。。。。道路 のののの位置
もももも幾幾幾幾たびか改改改改ま ったも ので、、、、古道 は い つのまにか深深深深 いいいい山間 にににに埋埋埋埋もれた。。。。
名高 いいいい桟桟桟桟もももも、、、、蔦蔦蔦蔦 のかずらを頼頼頼頼 みにしたような危危危危 いいいい場処 ではなくな って、、、、
徳 川時代 のののの末末末末 にはす でに渡渡渡渡 ること のできる橋橋橋橋 であ った。。。。新規 にににに新規 にににに
と できた道道道道 はだんだん谷谷谷谷 のののの下下下下 のののの方方方方 のののの位置 へと降降降降 って来来来来たたたた。。。。道道道道 のののの狭狭狭狭 いと
ころには、、、、木木木木をををを伐伐伐伐 って並並並並 べべべべ、、、、藤藤藤藤づ るでからめ、、、、それ で街道 のののの狭狭狭狭 いのを
補補補補 った。。。。長長長長 いいいい間間間間 にこの木曽路 にににに起起起起 こ って来来来来たたたた変化 はははは、、、、いくら かず つで
もももも嶮岨なななな山坂 のののの多多多多 いと ころを歩歩歩歩きよくした。。。。そ のかわり、、、、大雨ご とに
や って来来来来 るるるる河水 のののの氾乱がががが旅行をををを困難 にす る。。。。そ のたびに旅人はははは最寄 りりりり
最寄 り の宿場 にににに逗留 して、、、、道路 のののの開通をををを待待待待 つこともめずら しくな い。。。。
この街道 のののの変遷 はははは幾世紀 にわたる封建時代 のののの発達をも、、、、そ の制度組

織織織織 のののの用心深さをも語語語語 っていた。。。。鉄砲をををを改改改改 めめめめ女女女女をををを改改改改 めるほど旅行者 のののの取取取取
りりりり締締締締まりを厳重 にした時代 にににに、、、、これ ほどよ い要害 のののの地勢 もな いから で
あ る。。。。 この谿谷 のののの最最最最もももも深深深深 いと ころには木曽福島 のののの関所もももも隠隠隠隠 れ て いた。。。。
東山道 とも言言言言 いいいい、、、、木曽街道 六十九次とも言言言言 った駅路 のののの 一部が ここだ。。。。
この道道道道 はははは東東東東 はははは板橋をををを経経経経 てててて江戸にににに続続続続きききき、、、、西西西西はははは大津をををを経経経経 てててて京都 にま で続続続続 いいいい
てててて行行行行 っている。。。。東海道方 面をををを回回回回らな いほど の旅人はははは、、、、否否否否 でも応応応応 でも こ
のののの道道道道 をををを踏踏踏踏 まねばならぬ。。。。 一里ごと に塚塚塚塚をををを築築築築きききき、、、、榎榎榎榎 をををを植植植植え て、、、、里程をををを知知知知
るたよりと した昔昔昔昔 はははは、、、、旅人は いず れも道中記をふと ころにして、、、、宿場
から宿場 へとかかりながら、、、、 この街道筋をををを往来 した。。。。
馬篭 はははは木曽 十 一宿 のののの 一一一一つで、、、、 この長長長長 いいいい谿谷 のののの尽尽尽尽きたと ころにあ る。。。。
西西西西よりす る木曽路 のののの最初 のののの入入入入りりりり 口口口口にあたる。。。。 そ こは美濃境 にも近近近近 いいいい。。。。
美濃方 面から十曲峠 にににに添添添添う て、、、、曲曲曲曲がりくね った山坂をよじ登登登登 って来来来来 るるるる
も のは、、、、高高高高 いいいい峠峠峠峠 のののの上上上上 のののの位置 にこの宿宿宿宿をををを見見見見 つける。。。。街道 のののの両側 には 一段
ず つ石垣をををを築築築築 いいいいてそ の上上上上 にににに民家をををを建建建建 てたようなと ころ で、、、、風雪を し の
ぐため の石石石石をををを載載載載 せた板屋根がそ の左右 にににに並並並並 んでいる。。。。宿場ら し い高札
のののの立立立立 っと ころを中心にににに、、、、本陣、、、、問屋、、、、年寄、、、、伝 馬役、、、、定歩行役、、、、水役、、、、
七里役 （（（（
飛脚））））などより成成成成 るるるる百軒ば かり の家家家家 々々々々がががが主主主主なななな部分 でででで、、、、まだ そ
のほかに宿内 のののの控控控控え とな って いる小名 のののの家数 をををを加加加加え ると六十軒ば か
り の民家をををを数数数数え る。。。。荒 町、、、、み つや、、、、横 手、、、、中中中中 のかや、、、、岩 田、、、、峠峠峠峠など の
部落がそれだ。。。。そ この宿宿宿宿 はずれ では狸狸狸狸 のののの膏薬をををを売売売売 るるるる。。。。名物栗栗栗栗 こわめし

のののの看板をををを軒軒軒軒 にににに掛掛掛掛け て、、、、往来 のののの客客客客をををを待待待待 つつつつ御休処もあ る。。。。山山山山 のののの中中中中とは言言言言 いいいい
ながら、、、、広広広広 いいいい空空空空 はははは恵 那山 のふもと の方方方方 にひらけ て、、、、美濃 のののの平野をををを望望望望むむむむ
こと のでき るような位置 にもあ る。。。。な んとなく西西西西 のののの空気もももも通通通通 って来来来来 るるるる
ようなと ころだ。。。。
本陣 のののの当主吉左衛門とととと、、、、年寄役 のののの金兵衛とはこの村村村村 にににに生生生生まれた。。。。吉吉吉吉
左衛門 はははは青 山 のののの家家家家 を つぎ、、、、金兵衛 はははは、、、、小竹 のののの家家家家を ついだ。。。。この人人人人たち
がががが宿役人と して、、、、駅路 一切 のののの世話 にににに慣慣慣慣れた ころは、、、、二人ともす でに五五五五
十十十十 のののの坂坂坂坂をををを越越越越 していた。。。。吉左衛門五十五歳、、、、金兵衛 のののの方方方方 はははは五十七歳 にも
な った。。。。これは当時と してめずら し いこと でもな い。。。。吉吉吉吉左衛門 のののの父父父父にににに
あたる先代 のののの半六などは六十六歳 ま で宿役人をををを勤勤勤勤 めた。。。。それから家督
をををを譲譲譲譲 って、、、、ようや く隠居 したくら いの人人人人だだだだ。。。。吉左衛門 にはす でに半蔵
と いう跡継ぎがあ る。。。。しかし家督をををを譲譲譲譲 って隠居 しようなぞと は考考考考え て
いな い。。。。福島 のののの役所から でもそ の沙汰があ って、、、、いよ いよ引退 のののの時期
がががが来来来来 るま では、、、、まだまだ勤勤勤勤 められるだけ勤勤勤勤 めようと している。。。。金兵衛
と ても、、、、 この人人人人にににに負負負負け ては いな か った。。。。

二二二二
山里 へは春春春春 のののの来来来来 ることもおそ い。。。。毎年 旧暦 のののの三月にににに、、、、恵 那山脈 のののの雪雪雪雪
もももも溶溶溶溶けはじめるころにな ると、、、、にわ かに人人人人 のののの往来もももも多多多多 いいいい。。。。中津川 のののの商商商商
人人人人はははは奥奥奥奥筋筋筋筋 （（（（
三留野、、、、上松、、、、福島 から奈良井 辺ま でをさす）））） への諸勘定

をををを兼兼兼兼ね て、、、、ぽ っぽ つ隣隣隣隣 のののの国国国国 から登登登登 って来来来来 るるるる。。。。伊 那 のののの谷谷谷谷 のののの方方方方 から は飯 田
のののの在在在在 のも のが祭礼 のののの衣装なぞを借借借借 りにや って来来来来 るるるる。。。。太神楽 もは いり込込込込
むむむむ。。。。伊勢 へへへへ、、、、津島 へへへへ、、、、金毘羅 へへへへ、、、、あ る いは善光寺 への参詣もそ のころ
から始始始始ま って、、、、それら の団体を つく って通通通通るるるる旅人 のののの群群群群れ の動動動動きが この
街道 にににに活気をそそぎ 入入入入れる。。。。
西西西西 のののの領地よりす る参覲交代 のののの大 小 のののの諸大名、、、、日光 への例幣使、、、、大坂
のののの奉行やややや御加番衆などはここを通行 した。。。。吉左衛門なり金兵衛なりは
他他他他 のののの宿役人をををを誘誘誘誘 いいいい合合合合わせ、、、、羽織 にににに無 刀、、、、扇子をさ して、、、、西西西西 のののの宿宿宿宿境境境境 ま で
それら の 一行をうやうや しく出迎え る。。。。そして東東東東 はははは陣場 かかかか、、、、峠峠峠峠 のののの上上上上まままま
でででで見送 るるるる。。。。宿宿宿宿 から宿宿宿宿 への継立 てと言言言言えば、、、、人足やややや 馬馬馬馬 のののの世話 から荷物 のののの
扱扱扱扱 いま で、、、、 一通行あ るごと に宿役人と して の心心心心づ か いもかな り多多多多 いいいい。。。。
多 人数 のののの宿泊、、、、も しくはお小休 み の用意もももも忘忘忘忘 れ てはならな か った。。。。水水水水
戸戸戸戸 のののの御茶壷、、、、公儀 のののの御鷹方をも、、、、こんなふう にして迎迎迎迎え る。。。。しかしそ
れら は普通 のののの場合 であ る。。。。村方 のののの財政やややや 山林 田地 のことなぞ に干渉ささささ
れな いで済済済済 むむむむ通行 であ る。。。。福島勘定所 のののの奉行をををを迎迎迎迎え るとか、、、、木曽 山 一
帯帯帯帯をををを支配す る尾張藩 のののの材木方をををを迎迎迎迎え るとか いう 日日日日にな ると、、、、ただ の送送送送
りりりり迎迎迎迎えや継継継継立立立立 てだけ ではな かな か済済済済まされな か った 。。。。

