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旗本鈴木家の御用状について

出来事があったことを皆さんに知っていただきたいので、一つの出来事につ

いては仮に多数の資料が残されていたとしても、数点程度しか収録できませ

んでした。ただし、年代不明でも内容的に面白い資料は収録しました。

資料を、可能な限り偏りなく収録するのが理想的です。しかし、下山地区に

また、該当する地域、
『近世Ⅲ』
の場合は松平地区・足助地区・下山地区の

平成十九年
（二〇〇七）
に近世部会が発足してから、早いもので一一年にな

ついては新たな資料をさほど発見することができなかったため、今回はそれ

『新修豊田市史９ 資料編 近世Ⅲ』
の刊行について
ります。去る平成三十年には近世部会最後の資料編となる
『新修豊田市史９

ほど収録できませんでした。この点については、残念に思っています。
旗本鈴木家の御用状

資料編 近世Ⅲ』
を無事刊行しました。これまでに刊行した
『近世Ⅰ』
で豊田
市北部の藤岡・小原・旭・稲武地区を、
『近世Ⅱ』
で豊田市南西部の挙母・高橋・

さて、このような制約があるために、多くの資料が採用されないことにな

ります。今回は
『近世Ⅲ』
に収録できなかった菅沼家に伝わった資料を、一点

上郷・高岡・猿投・保見・石野地区の資料を収録しました。今回の
『近世Ⅲ』
では、豊田市南東部の松平・足助・下山地区の資料を収録しています。

設けました。
『近世Ⅲ』
では、旗本本多家
（大名であった時期もありました）
の

は、これに豪農寺田家に関する資料を収録する第九章 豪農寺田家を特別に

第八章 文化と、第八章までは
『近世Ⅰ』『同Ⅱ』
と同じ構成です。
『近世Ⅱ』
で

と村、第四章 災害、第五章 産業、第六章 社会、第七章 寺院と神社、

まる家です。二代鈴木政重は、

五〇〇石を与えられたことに始

家康に仕えて足助荘内で知行

んでいた初代鈴木康政が、徳川

旗本鈴木家は、足助荘に住

ご紹介したいと思います。

足助陣屋が置かれたことや、小出家・鈴木家などの豪農がいたことで経済的・

山中に住む政重らの
「鮮食」
が乏

さて、このたび
『近世Ⅲ』
を編さんするにあたり、事務局を中心に資料調査

増され知行七〇〇石となります

三代政次の時に二〇〇石を加
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本書の章構成は、第一章 領主の支配、第二章 土地と山野、第三章 家

文化的な面で地域に大きな影響力を持っていた足助の性格をより理解してい

しいことを心配した家康から、
足助川
（現巴川）
に梁を仕掛けて

ただけるように、第九章 足助という章を設けました。皆様には、
『近世Ⅰ』
『同Ⅱ』
と併せてご覧いただければと存じます。

がおこなわれ、多くの資料が収集されました。しかし、紙数に限りがあるた

が、四代政房が相続した際に加

漁を行うことを許されています。

め、その一部しか収録できませんでした。そのため、収録する資料の選定を

増分を没収され再び知行五〇〇

資料収録の基準

おこなわなくてはなりませんでした。

れることもなく鈴木家は明治維

石に戻ります。その後、加増さ

を選定しましたが、年代がすぐには判明しない文書や分厚い帳面の類は原則

新を迎えることになります。

その際、内容的に興味深い資料や地域の特徴を理解することに資する資料
として収録しない、あるいは一部を抄録することにしました。また、色々な

九久平陣屋図
（菅沼家資料
「御知行所之儀ニ付書留」
より）

九久平村に設けた陣屋で陣屋役人を代々勤めた家です。弘化二年
（一八四五）

資料が伝わった菅沼家は、鈴木家が三河の知行地を支配・管理するために、
す。

が多い場合はその限りでなかったことをこの資料から読みとることができま

家を継ぐことを望むのが人情で、子供は大事にされました。もっとも、子供

席として扱うようにと書かれており、鈴木家で重きをなした家だったことが

てきます。

額となることも承知しました。もっとも、五〇年季で売って五一年目に

林山を売却すること承知いたしました。地付の者に売り渡せば結構の金

さて、ご紹介するのは、幕末に当時の当主ないし隠居の鈴木清之助が九久

さてさて是は長きことです。しかし、金子が入用なので致し方ないこと

山を返却して貰うことになれば、仰せのごとく元のようになりますが、

― １）
です。これは、年代が確定できなかったことや、他の御

に出した書状で詳しく申しました通り金四枚ほどもかかると存じます。

きことであり、是も天災なので御笑察ください。右の入用については前

知しました。大借中の中、臨時の出金が多く困ったことですが、余儀な

心配なことです。出産の入用金・衣服料として金三枚もご送付のよし承

奥方は仰せの如く臨月となり平産するよういたしたいですが、さてさて

売却すべきではないと述べるも、最後には
「勘定合」
のことなので、何分よろ

次の箇条では、大金になるならば良いが、さしたる金額にならないのならば

が伐られ、そのままになってしまうことを恐れていたようです。ちなみに、

です。彼は、五〇年季と非常に長期間に渡り年季売りをすることと、林の木

五〇年季で売却することについて、清之助はあまり乗り気ではなかったよう

これを見ると、菅沼ら九久平陣屋の役人ら主導で進められている林山を

です。右の山が返ってくる時は、山だけが返ってくるのでしょうか。そ

もはやすでに三両二分ほども使って調物を丈夫にいたしました。不足分

しく頼み入ると記しています。当時の武士は、おしなべて財政難に苦しんで

用状を収録したために収録を見送ったものです。さて、この御用状の中で、

は後から送っていただくようお含みの程お頼み申し上げます。
なおまた、

いましたが、旗本鈴木家も同様だった様子がうかがわれます。また、清之助

れとも林山に戻して帰ってくるのでしょうか。

入用調物を調べてお知らせします。古物であっても子供が多いので、さ

が借金返済のために知恵を絞って対応しようとしている菅沼ら陣屋役人の動

しました。三代将軍家光の頃まで、跡継ぎがいないことで改易となってし

時代の大名や旗本などの武士たちは、家を存続させるために子息を必要と

ここで注目したい点は、奥方の妊娠を天災と表現していることです。江戸

うな未収録の資料も使い、江戸時代に市域に住んでいた人々の息吹を感じら

行します。通史編では、資料編に収録した資料のみならず、ここであげたよ

れるような資料も少なくありません。二〇二一年には、いよいよ通史編を刊

このように、収録できなかった資料の中には、当時の人々の感情を読み取

向に不満を持ちつつも、何となく感謝しているような様子が見てとれます。

まった大名・旗本も少なくありませんでした。その後、慶安四年
（一六五一）

れるようなものを書くことができればと考えています。

（近世部会 執筆委員 長屋隆幸）

に五〇歳以下の者に対して末期養子をとることが認められるようになり、跡

ております。無量は少しもない積もりです。

てさて差し支えが多くございます。もっとも、倹約のことは精々心がけ

清之助は奥方の出産について以下のように述べています。

資料Ⅳ ―

平陣屋にいる菅沼左司馬に宛てた年未詳三月朔日付御用状
（松平地区菅沼家

知られます。

また、同文書では、かさむ借金のために林山を五〇年季で売却する話もで

に出された鈴木家の定書写
（
『愛知県史 資料編 』
資料 ）
では、菅沼彦右衛
118

門は格別の由緒を持つ譜代の家なので、現在は無役であるが格式は代官の次

22

継ぎがいないことで改易となる家は減っていきます。それでも、自分の子が
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１４９

『新修豊田市史

資料編 近代Ⅱ』
の刊行にあたって

している部分も多く、
必ずしも断絶だけでとらえられるわけではないことが、

近年の研究では明らかになっています。一方で、敗戦後の連合国軍最高司令

官総司令部
（ＧＨＱ／ＳＣＡＰ）
による占領によって、日本社会は大きく変容

したことも事実です。どのような部分が連続していて、どのような部分が変

わったのか。
『近代Ⅱ』
ではその点も描いてみようということになり、当初予

定していた
『近代Ⅱ』
の終期をより後ろへと移すことにしました。自治体史で

資料編 近

代Ⅱ』
を刊行し、手にとっていただくことができるようになりました。近代

は、近代編は戦前、現代編は戦後であることが多いのですが、豊田市史はそ

このたび、多くの皆さんのご協力を得て、
『新修豊田市史
編は平成二十八年
（二〇一六）
に刊行した
『近代Ⅰ』
に続き、
二冊目となります。

資料編 現代Ⅰ』
でも多くの資料を掲載して

うした区分を採用しない、めずらしいものになったと思います。なお、戦後
については、
『新修豊田市史

た。また、
『近代Ⅰ』『同Ⅱ』
の時代区分については、
『近代Ⅰ』
は明治四年の廃

の歴史環境に関わる項目を取り上げて編集するという基本方針を決定しまし

て資料を収集し、時代順に並べました。なお、宗教と文化以外の編では、第

宗教と文化というジャンルに分け、さらにそれぞれをいくつかの項目に分け

えます。こうした愛知県の町村合併を時期区分としたことから、
『近代Ⅱ』
の

出され、どのように変容したのかを明らかにするのが、この
『近代Ⅱ』
とも言

で続く町村の体制が作られました。現在の市域の土台とも言える状況が生み

て、愛知県内では町村の大規模な合併が実施され、市内においても敗戦後ま

たことが理由として挙げられます。また、明治三十九年五月から七月にかけ

この
『近代Ⅰ』『同Ⅱ』
の時期区分は、日露戦争後に日本社会が大きく変容し

か、委員で議論を重ね、決定したものになります。政治・行政などジャンル

ありますが、市域の特徴をより浮かび上がらせるためにはどうしたらよいの

を描いていることになります。こうした時期区分は分野により若干の前後は

入していく戦時・総力戦体制期を、第四章がＧＨＱ／ＳＣＡＰによる占領期

ない時期
（戦間期）
を、第三章が日本が中国やアメリカなどとの全面戦争に突

は、第一章が前述の大規模な町村合併からその影響までを、第二章が戦争の

争の敗戦まで、第四章が昭和二十六年の挙母市誕生までと分けました。これ

が昭和十二年の日中戦争勃発まで、第三章が昭和二十年のアジア・太平洋戦

終期区分についても当初の予定を再考することにしました。そして、昭和

ごとに読み、まずは大まかな市域の流れをつかむ方法と、それぞれのジャン

ルのある時期だけを読み、時期ごとの市域の特徴をつかむ方法の両方がある

三つほど、興味深い資料を紹介しましょう。

と思います。

来、敗戦によって日本社会は大きく変わったのであり、それ以前とは断絶し

一つ目は飛行場に関する資料です。戦前、挙母町には衣ヶ原飛行場という

こうした考え方は、近年の歴史学の成果を踏まえたものでもあります。従

から市制までの歴史を扱うことにしました。

二十六年の挙母町の市制施行
（挙母市）
までを主な対象とすることにし、町制

三十九年から昭和二十年の日本の敗戦までとしました。

一章が日露戦争後から大正七年
（一九一八）
の第一次世界大戦後まで、第二章

この
『近代Ⅱ』
でも、
『近代Ⅰ』
と同様に、政治・行政、産業・経済、教育、

います。併せて参照いただけましたら幸いです。

13

藩置県から日露戦争終結の明治三十八年までを取り上げ、
『近代Ⅱ』
では明治

収録すること、同じく
『近代Ⅲ』
では豊田の近代史の特徴を示すテーマや地域

（一九四五）
の敗戦までの時期を対象とし、編年方式で時代順に資料を配列、

料編の
『近代Ⅰ』『同Ⅱ』
は、明治四年
（一八七一）
の廃藩置県から昭和二十年

新修豊田市史編さん事業開始当初から話し合いを重ね、近代部会では資

11

ているとの考え方が一般的でした。しかし、戦前の社会と戦後の社会は連続
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11

古屋市長、
名古屋商工会議所会頭などからの祝辞が寄せられました。『近代Ⅱ』

和五年に挙母町の土地を購入、翌年に地鎮祭がおこなわれ、愛知県知事や名

飛行場を建設して、満州などへの航路を開拓しようと考えました。そして昭

家である熊崎惣二郎です。彼は昭和三年に飛行操縦士の免許を取得すると、

あたります。その飛行場の建設を計画して経営したのは、名古屋在住の起業

民間飛行場がありました。場所は現在のトヨタ自動車
（株）
元町工場の一部に

る靖国神社の参拝がその日程に組み込まれています。その後、群馬を経て長

動もあったようですが、戦争の時代であったことから、
「護国の英霊」
をまつ

ですが、まず東海道線に乗り、静岡を経て東京へ行きます。東京では自由行

出かけています。
『近代Ⅱ』
ではその日程表を収録しています。この社員旅行

茂繭糸販売組合もその例外ではなく、業績好調なこともあって、社員旅行に

昭和十五年には、日本各地に観光ブームが訪れていました。市内にあった加

初代天皇と言われる神武天皇が即位してから
「皇紀二六〇〇年」
目にあたる

野へ向かい、中央線で岐阜・名古屋を通過して挙母へ帰ってくるという行程

にはこの祝辞を収録しています。
満州事変はまだ起こっておらず、戦争の足音はまだ近くなかったからで

でした。日中戦争を継続しているなかでしたが、このような長いルートをめ

三つ目は、戦後の公民館に関する資料です。占領による民主化は、社会教

しょうか。この飛行場建設に関する祝辞は、
国防上の観点以上に、
文化・社会・
代は少しずつ戦争の影を帯びていくなかで、衣ヶ原飛行場の性格も変化して

育の転換を要請します。文部省は住民が集まり、お互いに教養文化を高める

ぐる旅行がおこなわれていたのです。

いきます。軍事的意義を帯びるようになっていくのです。昭和十年には、飛

ための民主的な社会教育機関として、公民館の設置を奨励します。これを受

で消費水準が低下しつつあるにもか

です。

示す数多くの資料を収録しています。ぜひ手に取っていただけましたら幸い

（近代部会 執筆委員 河西秀哉）

かわらず、この地域では好調でした。

11
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産業の発展という側面から述べられていることが特徴的です。ところが、時

行場を拠点とする日本防空義勇飛行隊が組織されました。また、町有飛行機

『近代Ⅱ』
には小原村の公民館建設に関する新聞報道を収録しました。都市

けて各地で公民館が作られ、市内でもその建設が進められました。

ように自治体が飛行機を所有してい

ではなく、山間の村であった小原にも、昭和二十三年に公民館が建設されま

「挙母号」
も住民らによる寄付によって、昭和十二年に購入されました。この
るというのは、当時大変めずらしいこ

す。現在の状況では
「日に日に進運する文化」
から取り残されてしまうのでは

を資料では
「愛郷の発露」
と表現しています）
。新しくできた公民館では、郷

とだったようです。それだけ、挙母町

二つ目は、市内の代表的な製造業で

土文化振興を図るような会が催されたほか、農村にふさわしく農業関係の研

ないか、そうした心配があったため、公民館建設が進められたといいます。

ある製糸業と紡績業に関する資料で

究、そして戦後民主化したことにより女性たちが中心となって担われた衣食

は航空に力を入れていたと見ること

す。市内の産業は自動車だけではあり

住に関する取り組みがおこなわれました。これらは占領期に市域が変化した

その建設のため、村民による奉仕活動や資材の提供があったようです
（これ

ません。近代初期から発展していたこ

ことを示す事例と言えそうです。

ができます。

れらの産業は、この地域の経済を支え

この他にも、
『新修豊田市史

資料編 近代Ⅱ』
には市域の近代の特徴を
ました。戦時体制に入り、日中戦争下

衣ヶ原飛行場
（挙母町名所絵葉書／豊田市郷土資料館所蔵）

『新修豊田市史

別編 自然』
の刊行にあたって

次に気象・気候分野では、
まず第一章で気候変動、第二
章で気候変動に伴う偏西風
波動による冬型気圧配置の

地質、気象・気候、水文、生物
（植物・動物）
の四分野を立ち上げました。第

然』
が刊行されました。自然部会が発足したのは二〇〇七年四月で、地形・

る市域の暑さと中心市街地

変容と伊勢湾岸地域におけ

徴、第三章で夏型気圧配置の

変容と市域の降雪分布の特

一回の自然部会は二〇〇八年八月に開催され、部会のメンバーは地形・地質

のヒートアイランドによる

別編 自

分野が海津正倫氏
（当時名古屋大学大学院教授）
、小野映介氏
（新潟大学准教

熱環境、第四章で市域の降水

二〇一八年
（平成三十年）
三月三十一日付で、
『新修豊田市史

授）
、気象・気候分野が大和田
（当時愛知教育大学教授）
、水文分野が宮岡邦

害、第六章でソメイヨシノの

特性と分布、第五章で気象災

氏
（当時犬山里山学センター長）
、梅村錞二氏
（当時豊田市自然愛護協会顧問）

開花日による植物気候を示

任氏
（当時三重大学准教授）
、生物分野が林進氏
（岐阜大学名誉教授）
、大竹勝
を始めとする各分野を代表する専門家によって構成されました。
東部の足助町、下山村、北東部の旭町、稲武町の七市町村が合併し、合わせ

から、第七章では市域の気候

に伴う気候要素の地域分布

し、最後にこれらの気候因子

て九一八・三二平方キロメートルにおよぶ県下で最も広い面積を有していま

地域区分
（気候環境区分図）
を作成し、地域特性を明らかにしています。

豊田市は、二〇〇五年四月一日に旧市域を中心に北部の藤岡町、小原村、

す。矢作川の中流域から上流域を含む市域では、南西部の中心市街地を形成

ります。

時間雨量と水位、さらに水質の季節変化を明らかにしています。続いて第四

章の河川の水循環では、矢作川の河川流量と水位との関係、および豪雨時の

また水文分野は、第一章の豊田市における水循環の場から第六章のこれか

『別編 自然』
の主な内容は、地形・地質分野が六章で構成され、第一章の

章では地下水流動に伴う地下水の賦存状況、水質の調査結果が示され、第五

する盆地底部の海抜高度が約四〇メートルであるのに対し、東部の三河山地

豊田市および周辺地域の基盤と地形形成、第二章の三河高原の地形・地質、

章では市内の農業における水資源としてのため池の水位、および水質の季節

らの水循環までの六章構成で、第二章の豊田市における水利用の変化、第三

さらに第三章では三河高原を稲武地区、下山地区、足助・旭地区、藤岡・小

変化を明らかにしています。

湧水湿地群と生き物、湿地の地下水流動、湿地の植物が明らかにされていま

生物と人間、人の暮らしと生物歴について、第二章では市域に多い東海丘陵

さらに生物分野では、第一章で生物誌として市域の自然条件と指標生物、

原地区、および石野・高橋・松平地区の五地区に分けた地形環境と地質を明
らかにしています。また、第四章の矢作川に沿う段丘と沖積面の地形・地質
を踏まえ、第五章では河川低地の人間活動、第六章では活断層について言及
しています。

－6－
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は一〇〇〇メートル以上の山地・丘陵地からなっていて、大きな起伏差があ

矢作川
（水文分野／河合町）

23

カメといった爬虫類の分布、山野と水辺という生息環境別にみた各地区の鳥

の関係、サンショウウオ・イモリ・アマガエルなどの両生類、ヘビやトカゲ・

た蜘蛛類、ハチやトンボ・ガなどの昆虫、矢作川水系の水環境と淡水魚類相

この様相と人の利用、陸域と水域に生息する貝類、地区別と生息環境別にみ

す。第三章では生物多様性に焦点を当て、植物が示す多様な自然環境、きの

被害状況の聞き取りによる調査結果が示されています。

日）
、および三河地震
（一九四五年一月十三日）
における地震・津波の様子、

濃尾地震
（一八九一年十月二十八日）
、昭和東南海地震
（一九四四年十二月七

震
（一七〇七年十月二十八日）
、安政東海地震
（一八五四年十二月二十三日）
、

天正地震
（一五八六年一月十八日）
、慶長地震
（一六〇五年二月三日）
、宝永地

別編 自然』
は、旧市域に六地区を加えた

広大な自然環境の実態の把握がなされていて、他都市の自然編と比較して類

このように、
『新修豊田市史

様相が約二五〇ページにわたってカラー写真で紹介されています。最後の第

を見ない充実した内容で構成されています。自然環境を知るためには、時間

類の様相、そして種別にみた哺乳類の分布状況といった市域における生物の
四章では、これからの気候変動を見据え、市域の過去、現在、未来における

と空間を把握する必要があります。特に、豊田市は環境モデル都市として指

定されていますので、
『別編 自然』
は現在の自然環境を知る重要な資料にな

生物の変化からみえる生物相の歴史的意義を唱えています。
最後に
『別編 自然』
では、二〇一一年三月十一日の東日本大震災を受け、

最後になりましたが、市史編さん室を始め、
『別編 自然』
の作成に関わっ

ると確信しています。

域とその周辺地域における過去の水害の歴史から、伊勢湾台風被害、昭和

た執筆委員、執筆協力員、調査協力員、特別執筆員、生物調査員、また調査

二〇一二年にこれらの四分野に自然災害分野を加えました。第一章では市
四十七年七月豪雨、東海豪雨を取り上げ、発生時の気象概況と市域における

にご協力いただいた多くの市民の皆さんに心から感謝の意を表します。

（自然部会 部会長 大和田道雄）

地震で折れた神明宮の鳥居
（自然災害分野／高岡町）

－7－
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被害状況を明らかにし、第二章では一四九八年九月二十日の明応地震から、

県指定天然記念物の
「大野瀬の子持桂」
（生物分野／大野瀬町）

市 場 城 の「 市 場 」呼 称 か ら た ど る 歴 史

越中守殿」
に招かれて小原に移居し、天正八年
（一五八〇）
に西運寺を開いた

とあります
（
『同』
由緒四）
。天正八年であれば大草城としても良いのですが、

その後は、元文五年
（一七四〇）
成立の地誌
（佐野知堯編
『三河国二葉松』
）
に

ここでは
「市場城」
と記されました。
市内には現在も下市場町、市場町、市木町、市平町、西市野々町など、地

は
「大草村古城」
、宝暦十三年
（一七六三）
の大草村明細帳では所在地に準じて

「古城跡無御座候」
とされています
（
『同市史７ 資料編 近世Ⅰ』 ）
。

名に
「市場」「市」
のつくところがいくつか残っています。字名まで挙げれば
もっと多くの
「市場」
地名があるでしょう。
これらの地名は、
かつてそこに人々

「当村城主鈴木越中守重実館」（重愛のことか）
に六度ほど家康が逗留したとあ

4

さて、
そのうち小原地区市場町には足助鈴木氏の一族で鈴木
（鱸）
氏四代
（紀

り、鈴木氏を
「当村」
＝大草村の城主としています
（
『愛知県史 資料編 』
資

4

下って天保十三年
（一八四二）
には、大草村が赤坂役所に提出した文書に

伊守親信・肥後守長重・伊賀守直重
〔重実〕
・越中守重愛
〔長康〕
）
の居城であっ

料 ）
。家康由緒についてのお尋ねであったことも影響していると考えられ

結果的には、近代に編さんされた地誌
（田中正幅編
『三河國西加茂郡誌』
）
で

ますが、城と大草村との関係を想起した報告となっています。

も
「市場」
が用いられています。市場村
（現市場町）
にあるのだから当然だろう

認識が形成・普及されていきます。

さて話は変わりますが、松平広忠の娘で家康の妹に
「市場殿」
という人物が

城は大草村の中の市場

康公黒印」
とあり、系図が作られた段階では徳川家康に安堵された重愛の居

鈴木越中守重愛の箇所に
「三州小原大草内市場乗城妻木領三千八百石領、家

まず
「鈴木家系図」（
『新修豊田市史６ 資料編 古代・中世』
系図六）
には、

は信ぴょう性には欠けますが、
「市場殿」
と呼称することは
「市場」
との関係や

「市場殿」
の名を継いだといいます
（渡辺政香編
『参河志 上』
ほか）
。この出自

の養女となって、かつて市場村領主の内室であったことに由来する母の通称

松平信忠息女の子で、重実と離別した母子は岡崎に戻り、成長した子が広忠

近世の地誌には別の出自も伝えられています。
「市場殿」
は、鈴木重実と内室

います。一般に広忠と田原城主戸田康光の娘との間の子とされていますが、

として、大草村側に所在

その出自を示すしるしであったとも考えられるのです。

地名をたどっていくと、このような名称の変遷や由来が分かってきます。

資料が少ないため、地名になる以前に交易の場として存在していた
「市場」
の

（豊田市史資料調査会 専門員 山下智也）

意外な情報とストーリーが見えてくるのです。

由緒を記した元禄八年

次に市場町西運寺の

した意識がみられます。

つてはどうだったのでしょうか。

した
（
『小原村誌』
ほか）
。現在では市場城と呼ばれることが多いのですが、か

（一六〇五）
とされ、それまでは大草村地内にあって大草城とも呼ばれていま

「市場城」「同城趾」
と項目が立てられたことなどもあって、
「市場城」
としての

18

と思われるかもしれませんが、城の周辺が市場村に編入されたのは慶長十年

には字古市場があり、かつて
「市場」
があったと推測されますが、城の名前に

た市場城
（跡）
とそれ以前の居城・市場古城
（跡）
があります。城下の廣圓寺前

が商売をおこなった
「市場」
が存在したことに由来するものです。

143

様子まで遡ることは難しいのですが、地名を素に歴史資料を紐解いていくと
縁起」
を見ると、開山の
生誉岌天が
「市場城主鱸

－8－
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（一六九五）
の
「西運寺略

本丸の
「市場城址」
碑

「 知 ら れ ざ る 豊 田 」を 見 つ け ま せ ん か ？
―市史講座を担当して―

ここでは、第二九回市史講座の担当者から、講
座にまつわるお話を一つご紹介します。
講座では、川瀬基弘先生が野原川観光センター
の裏山で微小陸貝の採取を実演し、参加者の方に
はルーペで陸貝を観察していただきました。この
企画の準備に当たっては、川瀬先生とスタッフ三
名で、事前に野原川観光センターに陸貝の生息を
確かめに行きました。九月半ばのことです。

ながら、講座の準備を進めていきました。
きっと私たちの身の回りには、知らないために
気付けていない
「豊かな自然や歴史」「楽しいこと」

川瀬 基弘 氏
（自然部会生物調査員）

参加者 二二名

第三〇回 豊田の近現代を語る

日時 十二月二日
（日） 午後一時半～四時

～天皇・庶民・子ども～

が市民の皆さんにとって、自分だけの
「知られざ

会場 崇化館交流館

がたくさん隠れています。これからも、市史講座
る豊田」
を見つけるお役に立てればと願っていま

講師・演題

聡 氏
（近代部会執筆委員）

大演習」

「天皇がやって来る～大正・昭和の陸軍

河西 秀哉 氏
（近代部会執筆委員）

参加者 三三名

す。皆さんのご参加をお待ちしております。
（豊田市史資料調査会 専門員 安井 充）
●平成三十年度の市史講座●

小堀

「女性労働者の街・挙母 ― 生糸、カフェ、

第二七回 筆者とめぐる豊田の湿地
日時 九月三十日
（日） 午前九時～正午

「百年前の子どもと学び」

吉川 卓治 氏
（近代部会執筆委員）

トヨタ」

講師 富田 啓介 氏
（自然部会調査協力員）

会場 亀首湿地、市史編さん室ほか

ません。先生に促されるままに、たも網に入れた

鈴木 勝己 氏
（自然部会生物調査員）

第三一回 豊田の自然

～気象・気候、地震災害、水環境を探る～

参加者 五八名

日時 十二月十五日
（土） 午後一時～四時半

会場 崇化館交流館

日時 十一月十日
（土） 午前九時～午後四時

「内陸都市豊田の暑さを探る～ヒートア

大和田 道雄 氏
（自然部会部会長）

－9－

陸貝の生息を確認するには、捕まえるしかあり
裏山の落ち葉を白いトレーの上で振るってみま

木村 修司 氏
（自然部会生物調査員）
参加者 一五名

す。トレーの中を注意深くのぞくと、土や落ち葉
の破片に混じって、透き通る黄色をした小さく綺

第二八回 近世三河の生業と流通
日時 十月二十八日
（日） 午後一時半～四時

麗な巻貝がありました。先生からゴマガイだと教
わりました。まるで森に隠された宝石を見つけた

講師・演題

「豊田の水環境」

参加者 五六名

会場 崇化館交流館

秋山 晶則 氏
（近世部会副部会長）

廣内 大助 氏
（自然部会執筆協力員）

宮岡 邦任 氏
（自然部会執筆委員）
「記録にみる足助」

「豊田市とその周辺地域を襲った巨大地

震 ― 記憶から紐解く東南海地震・三河

会場 和合不動滝、野原川観光センターほか

イランドの現状と対策に向けて～」

地震―」

講師 海津 正倫 氏
（自然部会副部会長）

第二九回 豊田の川と地形探訪ツアー

「漆生産と足助の豪商鈴木家」

篠宮 雄二 氏
（近世部会執筆委員）

講師・演題

気持ちです。それ
からは、時間が許
すまで夢中になっ
て落ち葉を振る
い、
「 小さな森の
宝石」を探しまし
た。そして、この
時の感動を参加者
の方にも体験して
もらいたいと思い

第29回市史講座 陸貝採取の実演

『 新 修 豊 田 市 史 』刊 行 の お 知 ら せ
二〇一九年六月に第八回配本として、
『資料編

平戸橋の勘八峡は、昭和の初めごろに観光地

■ 表 紙 の 写 真「 勘 八 峡 の 紅 葉 」■

左記の施設で六月以降に販売します。詳しくは

と し て の 評 価 を 高 め て い き ま し た。昭 和 二 年

■直接購入について■
『広報とよた』
、市史編さん室ホームページなどで

（一九二七）
に新愛知新聞の企画でおこなわれた愛

り上げられています。当時の平戸橋勘八峡周辺は

ご確認ください。
市史編さん室
（陣中町）／郷土資料館
（陣中町）

交通の便が良く、奇岩怪石に富む景観に加え、遊

知県新十名所投票戦では、名所の候補地として取

／民芸館
（平戸橋町）／近代の産業とくらし発見

覧船に乗って鵜飼見物もできました。

平成三十一年一月発行

ＦＡＸ 〇五六五 ―三 一 ―〇一六二

ＴＥＬ 〇五六五 ―三六 ―〇五七〇

〒四七一―〇〇七九 豊田市陣中町一―一九 ―
一

文化財課 市史編さん室

豊田市教育委員会

『新修豊田市史だより
 』第 号

その三年後、昭和五年のことでした。

近一帯が
「香嵐渓」
と命名され観光地化が進むのは

光地としては香嵐渓が有名ですが、足助香積寺付

では唯一入選を果たしました。現在、山間部の観

投票の結果、勘八峡は六位となり、三河山間部

館
（喜多町）／中央図書館
（西町）／市内一部書店

現代Ⅱ』
の販売を開始します。新資料がたくさん

現代Ⅱ 』
販売価格：四〇〇〇円

■『 新修豊田市史 』取り扱い施設■

2019.1

収録された
『新修豊田市史』
をぜひ一度ご覧くださ
い。
『 資料編
菊 判
第一章 産業と生活を支えるインフラ

■既刊も好評販売中■

販売価格：二一〇〇円

新修豊田市史概要版
『豊田市のあゆみ』
Ｂ５判

『資料編 考古Ⅰ 旧石器・縄文』／『資料編
考古Ⅱ 弥生・古墳』／『資料編 考古Ⅲ 古
代～近世』／『別編 美術・工芸』／『別編
販売価格：四五〇〇円

建築』／『別編 自然』
Ａ４判

『資料編 古代・中世』／『資料編 近世Ⅰ
藤岡・小原・旭・稲武』／『資料編 近世Ⅱ
挙母・高橋・上郷・高岡・猿投』／『資料編
近世Ⅲ 松平・足助・下山』／『資料編 近代
Ⅰ』／『資料編 近代Ⅱ』／『資料編 現代Ⅰ』
／『別編 民俗Ⅰ 山地のくらし』／『別編
民俗Ⅱ 平地のくらし』／『別編 民俗Ⅲ 民

E-Mail: shishihensan@city.toyota.aichi.jp

豊田市史編さん室

第二章 地域コミュニティと生活環境

1956年国道 248号線を走るクラウン

などにある刊行案内リーフレットの申込書を市

俗の諸相』
販売価格：四〇〇〇円

「愛知県下新十名所平戸橋
勘八峡」碑

第三章 教育と文化の拡充

回配本

販売場所

史編さん室にお送りいただくか、市史編さん室

菊 判
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第四章 中山間地域の人口動向と振興策

第

第五章 災害体験と防災への取り組み

豊田市 史

現代Ⅱ

2019年 6 月 販売開始

にＦＡＸ・メールなどでお申し込みください。

－10－

で検索！

市郷土資料館、近代の産業とくらし発見館、民芸館、
市史編さん室、中央図書館、市内一部書店
FAX（0565）31-0162

近代Ⅰ…………………………… 4,000 円
近代Ⅱ…………………………… 4,000 円
現代Ⅰ…………………………… 4,000 円
自然 ……………………………… 4,500 円
民俗Ⅰ 山地のくらし ………… 4,000 円
民俗Ⅱ 平地のくらし ………… 4,000 円
民俗Ⅲ 民俗の諸相 …………… 4,000 円
美術・工芸 ……………………… 4,500 円
建築 ……………………………… 4,500 円
資料編
資料編
資料編
別 編
別 編
別 編
別 編
別 編
別 編
予約申し込み・問い合わせ

〒471-0079 豊田市陣中町 1-19-1
E-mail shishihensan@city.toyota.aichi.jp

文化財課市史編さん室

TEL（0565）36-0570

豊田市教育委員会

新修

資料編

菊 判 フルカラー印刷 定価 ４，０００ 円

刊
既

豊田市のあゆみ …………………… 2,100 円
考古Ⅰ 旧石器・縄文 …………… 4,500 円
考古Ⅱ 弥生・古墳 ……………… 4,500 円
考古Ⅲ 古代～近世 ……………… 4,500 円
古代・中世 ………………………… 4,000 円
近世Ⅰ 藤岡・小原・旭・稲武 … 4,000 円
近世Ⅱ 挙母･高橋･上郷･高岡･猿投 …… 4,000 円
近世Ⅲ 松平・足助・下山 ………… 4,000 円
概要版
資料編
資料編
資料編
資料編
資料編
資料編
資料編
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二月から随時予約を承ります。市役所・支所

■購入予約について■

1959 年頃 銀座通り夜景（カメラの店白樺提供）

