乙姫城
十年 度の 活動 を振 り返 って
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今 後も交流を深める事業を続けたいと 計画しております。

歴史に触れていただき感激して帰ら れ成功でありました。

姓の皆さんには、先祖ゆかりの 地を訪れ妻木氏の偉業と

を開催し大きな反響がありま した。参加されました妻木

本年度は重点事業として、 「全国妻木さんサミット」

た地権者の皆さんに感 謝申し上げます。

た事は喜びでありま した。又この調査にご協力いただい

跡士屋敷跡の測量 調査と発掘調査を、実施していた だい

よって、今後 の遺跡保護整備に重要な基礎となる 妻木城

特に市ご当 局の私共の活動に対するご理解とご 配意に

とは、 当会発足による意義の深さを実感し ております。

とな り、短時日ながら予想以上の成果が 得られましたこ

全 国の文献調査の実施により新たな史 実が次々と明らか

りましたが、各方面から貴重な資 料や古文書の提供や、

妻木氏に係わる歴史、史跡の研 究調査活動を続けてまい

妻木城址の会が発足して三 年になりました。この間に

会長

妻木城址の会

その他 文化財展や郷土史講座、よろい作り 教室などの

活動を行いました 。

一年を振り返り、会員 の皆さん地域の皆さんから賜り

ましたご支援に対し厚く お礼申し上げ、今後一層のご鞭
撻をお願い申し上げます。

岐阜 新聞 に連 載中 、
「妻 木の 歴史 をた どる 」

岐 阜新 聞三 月二 十日 朝刊 より
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岐阜新聞に二一回 妻木の歴史と城址の会の活動を連載
中です。カラー写真に 簡単な説明を付けて紹介していま
す。週に三回ほどの掲載 となります。

東京 日本 橋、 重要 文化 財に 指定
妻木頼黄（よりなか） の設計した日本橋が、重要文化
財に指定されます。
「朝日新聞」三月二〇日朝 刊によれば、
文化財保護審議会 西
( 川杏太郎 会長）は十九日、国道の
起点となっている日本橋（東京都 中央区）や、愛知県
犬 山市の明治村にある旧伊勢郵便局舎 など十一件の建
造物 を重要文化財に指定し、一件の街並 みを重要伝統
的建造 物群保有地区に、四十九件の建造物 を登録有形
文化財にす るよう有馬朗人文相に答申した。
日本橋は石造 りの二連アーチ橋で、一九一一年（ 明治
四十四年）に完成 した。長さ四十九㍍、幅二十七㍍ 。
青銅製の照明灯には 、想像上の動物の麒麟や東京を守
る役割を持つという意 味で獅子があしらわれ、和漢洋
を調和させた装飾。六七年 の都電廃止に伴って橋の中
央からたもとに移築された「 東京市道路元標」（高さ
約八㍍）も付属物として、重文 の指定対象となった。
妻 木頼黄は、旗本上総妻木家（千石） の十二代目。父
頼功は 上郷妻木家から養子に迎えられた。 また「頼黄」

の名は下郷妻木家 九代目頼欽によって付けられたとい う。

明治四十四年

の誇りで す。

ったこ とは私たち

妻 木氏の一族であ

この橋の設計者が

る有名な橋です。

もがよく知ってい

の起点として、誰

日本橋は東海道

われた。

黄によっておこな

明治の大修理 も頼

市 な
) ど がある。ま
た東大寺大 仏殿の

横浜 正金銀行 横
(浜

日 本赤十字社本社、

日本橋、東京府庁、

代表的な建築物に

として活躍する。

の代表的な建築家

頼黄はアメリカに留学 して建築を学び、後に明治時代

日本橋

出典「妻木頼黄と臨時建築局」博物館明治村より
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妻 木城 の調 査に つい て
去三月七 日に、土岐市教育委員会による現地 説明会が
予定されてい ましたが、あいにくの雨で中止に なりまし
た。年度末の多 忙な日程の都合で予備日がありませ んで
したので、歴史愛 好家をがっかりさせました。
紙上にて今回の発掘調 査の概要を報告致します。今回
の調査は、四年計画で行 われているもので、本年度が二
年目になります。遺跡の測 量や一部発掘調査を行うこと
で、遺構の現状を確認し、今後 の保護と活用の基礎資料
とする事を目的としています。
昨 年度は御殿跡士屋敷跡の測量調査と 御殿跡での発掘
調査 が行われました。御殿跡は江戸時代 の中頃には耕作
地にな っており多くの遺構が取り除かれた 可能性があり
ます。
本年度は妻木 城跡の測量調査と御殿跡の発掘の継 続及
び、山上の本曲輪 、二の曲輪、三の曲輪、蔵跡と呼 ばれ
る場所にて試掘が行 われました。
本曲輪、二の曲輪から は柱穴とそれより上の面から礎
石が確認されました。出土 する陶器などの年代から一五
〇〇年代中頃と考えられます 。この時期は土岐明智氏内
紛から妻木城主が妻木氏に交代 する動乱期にあたります。
もう少し視野を広げると美濃国では 守護土岐氏から斉藤
道 三へと移った時期です。大きな時代 の転換期にあたっ
て城山 の山頂に築城する必要があったのか もしれません。

今後の調査で建物 跡の規模などが明らかになることが 期
待されます。

測量や発掘調査の成果と 古文書などの史料調査の両面

ています 。

土し ました。石組みが残され

御 殿跡からは、井戸の跡が出

御殿跡の井戸跡

から検討することで、妻木城 の歴史に迫りたいと思いま
す。

二の曲輪 の発掘風景
礎石や柱穴が 確認されまし
た。
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定例 総会の お知らせ
来る 四月十一日（日）に定例総会及び講 演会を行いま

新年 度 会費納 入の お 願い

込用紙を使用し 郵便局にて振り込み下さい。振り込 み手

新年度分の会 費の納入をお願いいたします。同 封の振

四月 十一日午後一時三十分より

数料は不要です。 （会の方で負担いたします）会費は 三

すので多 数の方の出席をお願い致します。
期日
妻木町 産業福祉センター三階

千円です。本会にご寄 付いただける方は会費及び寄付金

会場
午後一時 三十分より

の合計額をご記入くださ い。

会

総
午後二時三 十分より

公民館にても受付させていただ きます。総会当日は会場

なお、妻木城址の会事務局 （八幡神社社務所）、妻木

講演会
総会は事業報告・決算報告 に引き続き、次年度の事業

にて受付いたします。

スラ イドを使って、わかりやすく説明 します。一般の方

講演会は、妻木城の調査の成果と今 後の課題について

人の力で貴 重な歴史遺産を守り、地域の発展に 歴史を生

の経費 に充てられています。地域住民や妻 木城を愛する

って います。妻木城の下刈り作業や文化 財展の実施など

案・予算案の審議をお願いい たします。

の入場 も歓迎しますので、お誘い合わせに てお出かけ下

かす運動を成 功させたいと思います。ぜひ会員の 継続を

「 妻木城址の会」は会員の皆様の会費 によって成り立

さい。

お願いいたします 。また、新規会員の勧誘をお願い しま
す。

講演会「妻木城の発掘について」

四月十一日午後二時三十分より
産業福祉会館三階

スライドを使って発掘の成果を紹介します。

多くの方の入場をお待ちしています。
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