


赤沢宿から町道羽衣線を七面山釜山口
方向へ。徒歩約30分、自動車で約5 分。

赤沢集落と身延山の途中にあり、日蓮上人と蓮華

経の守護神妙法さまを杷る十禽部寺。「妙法蓮華経1
1 部8 巻28品69.384字を、お上人3 代で 100年以上

かけて 10万回読経したのが由来。七面山畳山の守

り神として慕われている。
また、ごこへ至る道の紅葉は地元の穴場。真っ赤

なカエデが道を覆い塞ぎ、木漏れ日まで赤〈染まる。
足元では、落ち葉の繊訟が秋の日を浴びて輝く。
11 月中旬が見頃。ただし道が狭いので、自動車で

行く場合は覚悟が必要。十高部寺でUターン可能。

七面山の登り口・白糸の滝のとなりに雄滝弁天堂はある。

ここでは、なんと渚に打たれることができる。手拭いと行衣

は借りられるし、堂守さんが付き添ってくれるので、初心者

でもOK 。さっそく滝に打たれてみた取材班。不思議と r i令

たい』とか「痛いJ などとは感じない。頭の中は空っ lまで「南
無妙法蓮華経~J と太声で繰り遅し唱えてしまう。まさに無

の筑地。湾から出ると、心の中が洗い流され、なんだかすっ

とした気分。近くで眺めてマイナスイオンを浴びるのも良い
が、どうせなら滝に打たれて心身共に清めてみては?

0弁天堂の滝に打たれ身を清める

赤沢宿の O十高部寺と紅葉トンネル

周辺|225明主222EL宮方向へ。

見所

0水舟
落の中には、 j尺の水を樋でヲ|い

た水相官がいくつかあり、昭和40年頃

までは共同の水場として使われていた。
総の太い丸太をくりぬいて作った舟

のような形のもので、段差を作った
二つの槽に別れていて、ょの槽が飲
み水、下の槽で洗い物をしたそうだ。
現在は3 カ所に復元されており、散

策の途中に美味しい水を楽しむこと

ができる。これ以外にも、道の脇に

鯉などを飼っている水溜まりがあっ
たら、それは水場の名残である。

at人塚の伝説
革期年:餌~ HlO€)年代初謂)の頃、大阪屋

のヨE府ち身延カ浩司舟り道に盗賊一味の密践
を立ち聞きJじだ。文車旦の夜に大阪屋の土蔵
を破るという栢酷だったので主人は当日力を
手jご土蔵に待ち伏せして、押し入った強盗七
人を見事討ち入ったという。七人塚はζ の七
人を弔うために屋敷内に建てられた塚である
が、屋敷の場所が変わり今では薮に埋もれて

しまっている。妙福寺と喜久屋の間の細い道
を入った左手の、畑の奥の竹蔽の中にある。

この道はとても景色がよいので、のんびりと

散策してみるといいかも。

赤沢宿の Oおにぎり
最盛期は、宿泊客が3 回転したとい赤沢宿。
つまり、宿にゆっくり泊まって休むというよ
りも、ちょっと仮眠する休憩所のような役割
であった。このため旅館では、弁当としてお
にぎりを作ってお客注んに持たせていた。今
でも江戸屋さんをはじめ各旅館の方々は、神
Jのような早さで美味しい三角形のおにぎり

dん込が可ff10ることで有名。--一一一一ー
~、ー

費背負しω3
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呼Iぽ￡れJ忌る手荷糊鞄遅撫』お67-S~，、鷺篭などで恒噛量臥t向IJ介介
令

F勘h役カがt務粥替尺電の的ヲ旦，であつ.たた o ~，長ちもおよJにちま
め垂山!ま噂績を偉い、湯沢の人も担ぃγいる。こ¢..
駕篭は日本会値段の、風♂交通手段と bて右名;また、
1切6年に貰物ヶ二一ブ 105'祖るま守、七面山への荷物
I手荷背負いi にL よい)と呼iまよれる人が担いで登っ
ていた。自分の体重を超える穏を担ぐのは当たり前で、
女性の荷背負いが、プロパンガスのタンクをはじめ色々
な荷物を自分の背丈ほども背負っている写真が赤沢
・』料館(大阪屋裏)にある。この資料館も一見の価

値あり。大阪屋さんに一声鉛けると聞けてくれる。

見学予定地/江戸屋、大阪屋‘吉田屋.赤沢資料館など
日時/12月 6 日(土)午前10時~午後3 時ごろ
集合・解散場所/甫アルプスプラザ駐車場
参加費/2500円
定員/30名(要申込、先芳JI頃、申込締切11 月 25 日)

申込先/日本よ流文化圏研究所・電話0556452160
備考/昼食はこちらでご用意いたします。



圃赤沢 PROJECT
現在24ある「あなたのやる気応援事業j

のプロジェクト。そのうち 3 つが赤沢集落

で動いています。 1 つは前回ご紹介した「赤

沢のそば処」。残りは今回紹介する 2 つで

す。三ちらからも目が離せません!

プロも納得・本物の石臼

望月石材店の「確臼J
近ごろ、ちょっと

した石田ブームでは

ありますが、巷には

粗悪な商品も少なく

ないとか。そんな現

状を見かねた石屋さ

んが、本物の石臼を

提供すベく一念発起。石屋さん自画自費の

この石臼を、一式80，000円 t 送料別}で販売

します。ソパ打ちをやる方はお見逃しなく!

口ご注文;望月右材店電話0556·45・2601

日本蜂のハチミツ

玉屋養蜂場の「山蜜J
山々を飛び回り、

何種類もの花から蜜

を集める日本蜂。こ

のハチミツは「山蜜J

と呼ばれ、滋養の j原

として普から珍重されてきました。しかし、

飼うことが難しく収量も少ないため、ほと

んど市場には出回りません。この貴重な山

蜜を、ゃまだらけ読者のために 1 ビン 2509

を破格の2 ，500円{消費設‘送料加にて 30個ご

用意しました。ご注文はお早めに!

口ご注文;玉屋寮焼場電話 0556·45・3037

|美観図幣松正文l
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lC 月下旬から 11 FI よ句にかけて、

アマゴ{早川町でほ通称ヤマメ}や

イワナが産卵の時期を迎えます.奥

が鑑、手前が雌のアマゴです.月夜

の晩に支流の流れの緩やかな浅瀬に

出かけると、寄り添う魚たちに出会

えるかもしれません。

初. 1融緩など綿々な自然を対象に撮長査院It~. 早川の自然についても住民以上に精通した人納 I 日本の野生捕物J など図鑑への写真提供も多敏

国 lU町情報 [l
今年は 11 月 8 日(主)に行います!

「南アルプスの紅葉とそば祭り」
毎年恒例のそば祭り。今年も町内から 8

つのそば匡が出店します。それぞれ工夫を

凝らした特徴のあるそばで、どれを食べる

か選ぶだけで大変。結局、片っ錨から食べ

歩くこと必至です。紅葉もちょうど見ごろ

の時期、ぜひ早川町へお越しください!なお、

この「ゃまだらけ J をご持参いただいた方

には、石田挽きコーヒーをサービスします。

会場で石臼を見かけたら、声を掛けて下さい。

口日時 11 月 8 日(土)午前 10 時~午後 4 時
場所:へルシ一美皇グラウンド・雨天決行
お問い合せ先・早川町役場ふるさと鑑興

話 0556-45-2511

|圃読者の声 I
0同級生の伊勢子さんか・地織おこし"に大活躍。

懐かしく思います.故郷から発信される情報は

何でも新鮮で心に染み入り、心象風景を豊かに

します. ([軍本市、 0 さん}

0健康志向、自然志向の風潮の中、何より錯し
い情報です。 f 中略}私どもは海辺に住んでいま
すので、山の産物をこれからも紹介していただ
ければと思います。 f 浜松市. K さん)

0官民が一体化して地埋おこしをしていくこの
連動が、今後どう展開されていくのかワクワク

しながら見させてもらっています。{ 曲面沢町‘ Yさん}
・この他にも多くのご意見、ご感想を頂きました。

またマイタケの方も、合計で 166絡の注文を頂

きました。こちらも、ありがとうございました。

「一一一一1 前号で紹介した赤沢のそば処 大変申し同詫び|訳ありませんが‘都合により予約のみの
比訂正l 営業となりました。せっかくお起しいた
, ，だいたのに、食べられなかった方もいた

と伺っております.今後、ニのようなことが起こらむい
よう十分気をつけますのでお許し下さい.
なお、ご予約は内蕗工務店まで.電話0556- 45・2163

EWS

平成 16年早川町カレンダーは

「はやかわのきのこ J
早川町のキノコ博

土・望月賀子夫さん

の蝿りためたキノコ

の写真が、平成 16年

の早川町カレンダー

になりました。まいたけ、くりたけ、たま

ごたけ、あかやまどりなどなど、なじみ深

いきのこ 78種類が掲載されています。一部

1.000 円 f 送糊 II)で販売しています。

またこれと並行して、大量の写真の中か

ら賀子夫さんお気に入りの 8 枚を厳選し、

きのこの絵はがきも制作しました。 8 枚セ

ットで 800 円【送料込。こちらもどうぞ。

口ご注文はこちら
カレンダー:早川町役場総務課広報担当

電話 0556 ・45 ・2511
絵はがき:日本よ流文化圏研究所

電話 0556-45 ・2160

※特別町民の方々 には、例年通りカレンダー

を一部お届けする予定です。

l 圃 N聞やまだらけ I

次号特集( 1 月下旬お届け)

「早川流正月の過ごし方J
正月行事、正月飾り、正月料理など、新

年を祝う早川町独特の風習に、民俗学的視

点から切り込みます.

~次号以下も面白企画がめしろ押し~

NO.4(3 月 )r 芽生えの季節・春の山野草」

雪どけとともに顔を見せる、可憐な山野

草を特集します。早川町の名カメラマン、

漂沢正晴氏と同行する山野草撮影会も企画中!
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