
【眞楽寺】 聖徳太子の開基にして天
台宗の寺でしたが、親鸞上人が浄土
真宗に改宗しました。寺宝には親鸞
上人自作の木造や阿弥陀如来御絵像
などがあります。境内には、市指定
天然記念物のボダイジュがありま
す。

【菅原神社】 祭神菅原道眞公を祀る菅原神社は、
学問の神として入学受験者の合格祈願や崇敬者
の参拝で賑わっています。境内には、わらべ歌「通
りゃんせ」発祥の碑や市指定天然記念物のムク
ノキなどがあります。

【光明寺】 元は真言宗の寺でしたが、永仁5
年（1297）、時宗の二代目である遊行二祖
他阿真教上人との結縁により時宗に改宗さ
れました。鉄道建設のため、境内地が300
坪余になり、現在地に移転しました ｡

【田島横穴古墳群】 古墳群は 4ヶ所
あり、合計 32 穴存在しています。
古墳時代中期から末期頃のもので、
豪族の墓といわれています。

【田島五輪塔】 五輪塔 45基と宝篋印
塔笠などがあります。近くにある礎
石と思われるものは寺院跡であると
推測され、比較的規模の大きな墓地
であったといわれています。

【風外窟】 江戸時代初期に、住職生
活を嫌いこの洞窟で修行して多くの
水墨画を残した、禅僧風外慧薫（ふ
うがいえくん）が穴居した岩窟です。
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【玉泉寺】 正応 4年 (1291) に開山し
た臨済宗の寺です ｡ 墓地には大磯鴫
立庵の俳人三浦柴居の墓や、門外に
は唐の国より経文が渡来する際、船
底に積まれていた「経石　名号石」
などがあります。
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8
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1

【五国峠碑】 その昔、伊豆、相模、
甲斐、武蔵、安房の五つの国が展望
できた所です。

5
トイレ

道標

コース案内
曽我の里
　道しるべ

天然記念物

合流地点

合流地点

【凡　例】

【西山農道休憩所】　富士山、箱根連
山、真鶴半島、伊豆半島、相模湾を
背景に小田原の市街地を一望できま
す。

＜関東の富士見百景＞4

　国府津はみかん山と相模湾に囲まれた、風光明媚な土地で
す。かつて大隈重信をはじめとする多くの政治家・実業家・学者
たちが別荘を建て、文人たちは旅館に投宿して執筆するなど、
住み良い場所として愛されてきました｡
　農業・漁業が中心のまちでしたが、明治20年の東海道線開通
以来、神奈川県西部地域の玄関口として、商業面でも明治・大
正・昭和と長く発展の途を歩んできました。こうした歴史と、海・
山・川の素晴らしい自然に育まれて、国府津は市内でも由緒あ
る独特の街並みをかたちづくっています。

2012.03.10,000

国府津・曽我丘陵国府津・曽我丘陵ウォーキングコースウォーキングコース

国府津・曽我の里国府津・曽我の里 散 策 コ ー ス散 策 コ ー ス

〈国府津編〉

散 策 マ ッ プ
ウォーキングタウンおだわら

　 田島桜の里
　全長 1319 ｍの下曽我剣沢を源流とする、田島剣沢川の両
側堤防約 700 ｍには、400 本余のソメイヨシノ・おかめ桜
が植えられています。おかめ桜はソメイヨシノよりも早咲き
で、3月中旬頃濃いピンクの可憐な花をつけます。3月下旬
から 4月上旬まで「田島桜まつり」も開催され、大勢の人々
が満開の桜見物を楽しんでいます。

　　諸戸邸　（一般には公開されていません。）
　諸戸邸は、森林王の諸戸清六の次男であり、諸戸家の当主であっ
た精太が、清六の植えた木を材料にして大正６年（1917年）に建
築した別荘です。
　この建物は、大正期の別荘建築を代表する壮快な感じの建物で、
諸戸家専属の大工が建てたため、柱間（畳）寸法が関東地方とは異
なる中京間の別荘です。細やかな配慮と丁寧な造りが特徴で、材料
的にも良く選ばれた面皮柱、磨丸太などの杉の良材が使用されてい
ます。特に同じ太さで伸直性の高い丸太長押は素晴らしく、網代編
と紙張りの市松模
様の障子や腰壁網
代張りなどに意匠
上での特色が見ら
れます。
　南側のみかん園
と相模湾を借景に
した眺めの良い庭
は、大きな自然石
の踏石が往時の面
影を偲ばせます。

　　一徳寺
　一徳寺は、天陽山と号する臨済宗建長寺派の寺院です。創建
は永仁6年（1298年）で、開山は雪庭白禅師（元応2年（1320
年）12月13日没）と伝えられています。かつては天台宗寺院
であったと伝えられています。本尊は、行基作と伝えられる釈
迦如来坐像です。
　大正12年の関東大震災によって本堂、鐘楼等が倒壊し、本堂
は昭和10年、鐘楼は昭和15年に復興しました。由緒縁起等の
記録は、こうした天災などにより焼失してしまいました。
　本堂の北西に老槙が2本ありますが、樹齢約700年で雪庭白
禅師により植えられたと伝えられています。
　700年来毎年行われる伝統行事として、1月に大般若経六百巻
転読祈祷会と、8月に山門施餓鬼会がおこなわれています。

■ 国府津のまちなみの特徴
出桁造り…梁の頭を外に持ち出し軒
の出を大きくして屋根を支えるための
ものです。
　しかし、写真のような国府津に見ら
れる出桁造りは、腕木が直接壁に付い
ていて、軒先を豪華に見せるための化
粧として用いられています。また、腕
木が二重・三重になっているものも見
られます。これは国府津に限らず、小
田原全域に見られます。

看板建築…外壁をモルタル塗りにした商店に多く見られます。
通りから見ると、モルタル塗りで洋風の意匠ですが、裏側は、
出桁造りの町家と同じ造りとなっています。建物の前にモルタ
ル壁の看板を付けたような造
りであるため、看板建築と呼
ばれています。モルタルによ
り形造られたもの、西洋風の
もの、鉄板で正面を覆ってい
る形式などが確認できます。
駅に近づくにつれ本格的なも
のが多くなります。

■『みかんの花咲く丘』  
　歌手・川田正子さんが歌って、戦後最もヒットした童謡と
いわれる「みかんの花咲く丘」の誕生に、国府津が重要な役
割を果たしていました。

　　作詞家  故 加藤省吾氏の談

　戦後間もない昭和21年8月、NHKのラジオ放送「空の
劇場」で、伊東と東京で初めて二元放送を行うことになった。
　「このときに歌う歌詞を何か書いてくれませんか」
　雑誌『ミュージックライフ』の記者をしていた加藤省吾
は、取材のために訪れた川田正子の家で、作曲家・海沼
実から突然頼まれた。二元放送を行う前日のことである。
　加藤は静岡出身で、そこは丘から海が見えて、みかんの穫
れる場所だったことから、それを歌詞にした。また、帰還
兵が家に戻ったとき、すでに母は亡くなっていたという話
を聞き、歌詞の最後を「やさしい母さん思われる」と結んだ。
　歌詞を受け取った海沼は明日を本番に控え、伊東に行
く汽車の中、国府津駅手前の前川付近にさしかかると、
車窓から歌詞のようなみかん山と海が見えてきた。この
とき汽車の音のリズムに似た前奏のメロディが浮かび、
伊東に着くころには曲が完成。旅館の風呂場で川田正子
に歌を練習させ、翌日、無事に放送。その後大ヒットとなっ
た。　　　　　　　　　　（前川在住  石塚昇氏が聞く）

　何かを感ずるこの国府津、作詞家と作曲家、そしてイメー
ジぴったりの自然があったからこそ、不滅の名曲「みかんの
花咲く丘」は生まれたのです。

B

C

A

【宝金剛寺】天長 6年（829）、弘法大師の十大弟子
の一人、杲隣（ごうりん）大徳により開基されまし
た ｡戦国時代には、後北条氏の祈願所として篤い信
仰を受けました ｡寺宝に大日如来坐像（国指定重要
文化財）や不動明王及び両童子立像（県指定重要文
化財）などがあります。
【国府津建武古碑】死者の往生と仏果を本願とし、
根府川石を利用した地方色豊かな表情の板碑で、造
立は建武 5年（1338）です。
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【梅の里センター】 小田原特産の梅を活かした農
業振興と地域の活性化を図る「梅の里づくり」
事業の中心施設として建設されました。梅干し
の展示とパネルで梅の里を紹介しています。散
策の途中のお休み場所としてご利用ください。

【宗我神社】 旧曽我六ヶ村の総鎮守 ｡
曽我郷を拓いた宗我都比古命を祀っ
ています ｡小田原北条氏の時代から
小田原城鬼門擁護の神社とされてい
ました。

【法輪寺】　曽我氏ゆかりの寺。小沢明神（現
在の宗我神社）の本地仏（神体仏）であった
薬師如来と日光、月光の両菩薩は藤原時代の
作といわれ文化財としても貴重です。

【伝
でん

曽
そがすけのぶほうきょういんとう

我祐信宝篋印塔】 塔の高さ 2.2
ｍ、造塔年代、造立者、石工、造塔
の意図など一切不明。基壇の上に蓮
座、基礎、塔身、笠、相輪の順で積
み上げられたもので鎌倉時代の関東
における基本的様式を備え、市の重
要文化財に指定されています。

【六本松跡】 曽我山（当時山彦山）
の峠道で、六本の古松がありました。
鎌倉時代には、曽我氏、中村氏、松
田氏、川村氏の各豪族の居館と鎌倉
を結んでおり、足柄道、鎌倉道、大
山道、箱根道が交わる重要な峠で現
在は芭蕉の句碑と孤山人（宗我神社
神官）筆の六本松碑があります。

【見晴台】　富士山、箱根連山、真鶴
半島、伊豆半島、相模湾を背景に小
田原の市街地を一望できます。

4

7

3

1

98

【東光院】 徳本の名号碑ほか石造物
群があります。
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トイレ

道標

コース案内
曽我の里
　道しるべ

天然記念物

合流地点

合流地点

【凡　例】

【法　寺】 小田原市小八幡の海で魚
網にかかって出現したといわれる木
彫毘沙門天立像があります。寺の北
側の墓地内に曽我兄弟の母、満江御
前の墓があります。

  曽我の里は、曽我物語で有名な曽我兄弟ゆかりの地として、
また、梅やみかんの産地として知られています。
  ゆたかな緑が緩やかに起伏する曽我丘陵は、静かなたたずま
いを残す村里に、早春には３万５千本もの白梅が咲き誇り、初
夏には爽やかな日差しの中にみかんの花の香りが漂います。
  秋を迎えると、みかん色鮮やかに空気もひときわ澄んで、曽我
兄弟ゆかりの史跡を辿りながら山道を上がれば、箱根の山並、
富士山、相模湾から伊豆半島を一望する、素晴らしい眺望を楽
しめます。

国府津・曽我丘陵国府津・曽我丘陵ウォーキングコースウォーキングコース

曽我の里曽我の里 散 策 コ ー ス散 策 コ ー ス

〈曽我編〉

散 策 マ ッ プ
ウォーキングタウンおだわら

【瑞雲寺】 中河原梅林の中にある寺
で、縁結びと子宝を授かると伝えら
れる｢洗心池とめん玉弁天｣があり、
曽我兄弟が父の仇を討つために願文
を納めて ｢十人力 ｣を授けられたと
いう「力不動尊」が安置されていま
す。市指定天然記念物の市内最大級
のモッコクがあります。
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■曽我物語
　領地の相続権争いがもとで、安元 2年 (1176) 伊豆の奥野 ( 現
伊東市 ) で兄弟の父河津三郎祐

すけやす

康は、工藤祐
すけつね

経の郎党によって
非業の死を遂げました ｡
　夫河津三郎祐康を失った満

まんこう

江御前は、幼い一萬丸・箱王丸の
兄弟を連れて、曽我の豪族曽我太郎祐

すけのぶ

信のもとへ輿入れしまし
た。
　曽我の里で育てられた兄弟は、長じて元服し、曽我十郎
祐
すけなり

成・五郎時
ときむね

致と名乗り密かに父の仇を討たんと機会を狙って
いましたが、建久 4年（1193）5月 28 日、源頼朝が富士山西麓
で巻狩りを催したとき、夜中に仇 ･工藤祐

すけつね

経を討取って、本懐
を遂げました ｡十郎祐成は討死、五郎時致は捕らえられ、処刑
されました ｡
　曽我物語は近世以来、幸若舞、謡曲、歌舞伎、木版本、浮世絵
などで広く大衆の人気を得て、今日に至っています｡

　 宗
そ が

我神社の秋祭
  9 月の最終日曜日、猿田彦尊の花山車を先頭に、見事な彫り
物や提灯で飾られた五基の山車が行列を組んで宮入りをしま
す。境内に揃った山車は、華やかな祭り囃子と高砂の舞を奉納
して五穀
豊穣を祝
い ま す。
山車の古
いものは
江戸時代
に作られ
たものも
あります。

　工藤祐経の仇討ちを胸
に秘め、曽我兄弟は今生
の別れに母の満江御前か
ら小袖を乞いうけました
｡「小袖乞い」の一節は、
謡曲や幸若舞においても
『小袖曽我』として著名
です。
　『皇国地誌残稿』は曽
我別所の字坊田に溜池と
大屋敷があったとし、地
元ではその大屋敷を、満
江御前が居住していた曽
我氏の下屋敷（現在の曽
我別所公民館）であった
と伝えています ｡

■曽我の梅
　小田原梅の歴史は古く、既に 500 年前から植えられてい
たと言われています。曽我の梅干しは小田原のお土産品とし
て有名ですが、古くは小田原北条氏の時代、軍用に供するた
め梅干し作りが奨励され、発展してきたものです。江戸時代
には、箱根山越えの旅人が弁当の腐敗防止用として、また、
喉の渇きを癒すための必需品として重用されていました ｡
　現在の梅林は 3万 5千本余となっており、梅の花咲く 2月
には「梅まつり」が開催され、多くの観梅客で賑わっていま
す ｡

■小田原梅まつり
　曽我の梅は、２月初旬から下旬にかけて咲き誇ります ｡富
士山や箱根連山を背景に、田園風景の中に白布を敷き詰めた
ような風景は、絵画を見るような美しさです。
　この期間に開催される梅まつりでは、梅干や野菜等の地場産品
も多く販売され、俳句大会、郷土芸能、流鏑馬等が行われます｡

　 曽我物語「小袖乞い」の伝承地

曽我よもやまばなし

　 流
や ぶ さ め

鏑馬
　曽我兄弟の養父曽我太郎
祐信は弓馬の達人で、鎌倉
幕府の弓初め式には十名の
射手の一番手を務めたと伝
えられています｡その故事に
因み、2月11日に原梅林で
流鏑馬が催されます｡

＜関東の富士見百景＞「曽我梅林と富士山」

「関東の富士見百景」は、富士山への良好な眺望を得られる地点における周
辺の景観の保全や活用への支援を通じて、美しい地域づくりの推進を目的
として、国土交通省が選定しているものです。
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お問い合わせ
  ◆小田原市観光課　　　☎ 0465-33-1521
  ◆小田原市観光協会　　☎ 0465-22-5002
  ◆小田原駅観光案内所　☎ 0465-22-2339
  ◆小田原市観光ホームページ
　 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/
  ◆ 携帯用観光情報サイト　odawara-i
　 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/i/kanko/
  ◆小田原市観光協会
　 http://www.odawara-kankou.com
  ◆国府津商工振興会
　 http://kouzucipm.life.coocan.jp/  
  ◆梅の里センター　　　☎ 0465-42-5321
  ◆ NPO法人小田原ガイド協会　☎ 0465-22-8800
　 小田原の名所・旧跡を無料でご案内いたします。
　 http://www.odawara-gaido.com/

【城前寺】　曽我兄弟ゆかりの寺。境
内には十郎、五郎、父曽我太郎祐信、
母満江御前の供養塔、寺宝として曽
我兄弟及び虎御前の木像が本堂に安
置されています。
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【澄
ちょうぜんくつ

禅窟】　木食僧澄禅上人 (1651
～ 1721) が修行していた窟（横穴
式古墳跡）。澄禅上人は、時の法輪
寺の住職と親交を深め、一針一念仏
の袈裟を同寺に贈り、これは同寺の
寺宝となっています。
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