乙姫城
本 年度 の学 術調 査始 まる

八幡神社社務所内

土岐市妻木町3051ｰ1

TEL0572ｰ57ｰ6441

礎石が確 認されました。本年度の調査で建物 規模などが

石 積みが確認され、曲輪のほぼ全面に わたって建物跡の

特にⅡの曲輪では、昨年の調査 で虎口より門の礎石や

４、Ⅱの曲輪の虎口付近 及び礎石の確認

３、Ⅲの曲輪の未 調査部分

２、東の端に あたる堀切と土塁

手口と 伝えられる部分

１、西の端に位置する馬場跡伝えら れる曲輪及び、大

本年度の調査地域は次の通り です。、

がまとめられます。

まりました。本 年度で基礎的な調査は終了し調査報 告書

四年目を 迎えた妻木城跡の学術調査が七月下 旬より始

〒509ｰ5301

明らかになるこ とが期待されます。調査は十月ぐら いま

また隣の下石町で は、道路工事にともなって下石西山

窯の発掘調査が行われま す。西山窯は十五世紀（一四〇

〇年代・室町時代）の窯跡です 。この時代の窯跡は数が

少 なく、ほとんどが妻木城主土岐明智 氏の領内に限られ

ています 。土岐明智氏と美濃焼の関係を探る 興味深い発

掘になるものと その成果が期待されます。

発掘に関する

お問い合わせは

事務局へどうぞ。
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妻木城址の会

で続けられ、調査終了 後発掘説明会が計画されてされて
います。

Ⅱの曲輪虎口付近の発掘状況、東側
で門跡の礎石が二個確認されました。
礎石の外側には石積みがみられます。
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「 杜の かが り火 コン サー ト」開 催 され る
去る五月二十 日に第二
回杜のかがり火コン サー
ト（妻木城址の会・豊か
な東濃築こう会共催）が
開 催されました。あいに
くの空模 様で会場を妻木
小学校体育館に 移しての
開催となりました。会 場
周辺にはかがり火とろう
そくの火が灯されて、雰
囲気を 盛り上げました。
昨年に引き続 き山名敏
晴さんを迎え、地 元出身のミュージシャンの出演もあ り、
体育館は六五〇人の観客 で埋まりました。
悪天候で野外での開
催 が出来なかったこ
と事は残 念でしたが
山名さんの甘い サウ
ンドに酔いしれた一
夜でした。

この秋 は関ヶ原 四〇〇 年祭

東西両軍が激突した関ヶ原の戦いから今年で四〇

〇年を迎えます。妻木城主妻木雅楽頭家頼も東軍徳

川方として、妻木周辺地域で西軍岩村城主田丸氏と

交戦しました。この戦いで岩村城主田丸氏を破り、

先祖伝来の所領を安堵され、七五〇〇石の旗本とし
て

四百年の節目の年を迎え、妻木一族及び家臣団な

ど当時の人々の偉業と苦労を偲び、当会でも次のよ

うな記念事業を予定しております。

妻木の文化財展（十一月四・五日日）

第二回妻木さんサミット（十一月四・五日日）
出版事業
妻木城跡の美化整備

詳細につきましては次号にてお知らせします。
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妻木城址の会会報

岐阜新聞五月二十四日朝刊より転載
原版はカラー
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戸に赴き、上書し て重役に迫り、熱烈火を吐いて之を 痛

妻 木一 族（ 一）

研究 レポー ト

れ、その激 しい直情がうかがえる。

死の 年明治三年になっても、相変わらず の賞罰が記録さ

明治に入って特別の出世を果たし た様子はうかがえない。

西條藩にとって、救国のヒー ローであったはずの恰が、

とあり、その活躍は知 られていた。

談）

申仁、余 程周旋の上、此節漸精義に傾き伝々 」（伊予史

「 西條藩兎角、勤皇の志無之、然る処 、妻木唯右衛門と

簿」に

の存在は倒幕方であった 同じ伊予の大洲藩の記録「軍艦

持っていかなけれ ばならないかも知れない。それでも 恰

期はともか く、藩論が倒幕方に傾く時期はもう 少し前に

うな西 條藩の状況は解せないものがある 。藩主帰国の時

が駿府に謹慎した同じ七月、「伊予 史談」に描かれるよ

り、すでに江戸城には倒幕軍 が入城しており、将軍慶喜

こととされている。し かし、明治改元が二ヶ月後にせま

とある。唯、こ の時期は慶応四年（一八六八）七月 の

を発した 。（攻略）」

藩 侯には帰国と決定され、恰等同志は 藩侯に従って江戸

れに當つた。この至誠天に通じ たものか、願望遂げられ、

論し、若し成らずんば刺 違へて死するの覚悟を以つてこ
水野幸爾

西條 藩士 妻 木恰 （あ た か）
事務局
元成、只衛門、幼名彦六。天保八年 （一八三七）八月
七日生 まれ
明治三年（ 一八七〇）七月二十三日自宅におい て病没
するまで、三十四 年の短い生涯を、幕末動乱期、西條 藩
（現在の愛媛県西条市） の藩論を尊皇（勤皇）へ統一に
導くために中心的な役割を果た した。
西 條藩は、御三家紀州家の分家（支藩 ）であり、親藩
として佐 幕派が多数であった。そんな藩情に あって、恰
は、きわめて先 鋭的な勤皇家であったらしく、一時 脱藩
し、京都において多く の志士と交わるとともに、倒幕派
公家達の知遇を得た。死亡の 年齢から考えて十年と少し
の勤役中、二十数回にわたる御役 御免、逼塞等の懲罰と、
二十 三回もの復役、昇進、褒賞があった とされ、恰の直
情を示すと ともに、藩論の揺れの多さを示して いる。
恰の最大の功績と される藩主の国入り実現の様子を
「伊予史談」（昭和十二 年刊行）に見ると、
「（前略）茲に於て恰等の同志 は、是非ともこれを具体
化 せんとし、『天下の事なすべき也』 と、決然立って江
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恰の家系を「伊予 史談」にみると、旗本妻木城主三代
妻木頼次の弟とされ、さ らに「妻木只右衛門元敬、少壮
の頃、志を立て郷国を去って、 紀州大納言に仕へ、（中
略 ）頼宣三男、松平頼純分家し、伊予 西条に封ぜられた
時、付人 として移住した。」
この記述には種 々の疑問点があり、今後の調査をま ち
たい。

研究 レポー ト

旗 本妻 木氏 参勤 交代 の記 録

事務局

黒田 正直

慶長五 年（一六〇〇）の関ヶ原の戦いに東 軍徳川方に

味方した妻木 城主妻木家頼（寛政家譜では頼忠） は、戦

後七五〇〇石の旗本 になります。妻木氏は江戸城登城の

際控室として「帝鑑の間」 の格式が与えられました。控

室は官位・身分・家柄・役職な どによって決められてい

ま した。「帝鑑の間」は譜代の城持ち 大名の控室ですの

で妻木氏 の家格の高さが察せられます。

また交代寄合格 として参勤交代をする旗本です。特 に

美濃国には旗本の参勤 交代の家が他にもありました。

甚左衛門殿

中垣彦兵衛殿

代壱貫文

では実際に史料よりその事例 を見てみましょう。
元和七 年（一六二一）
銀貳 拾匁

同九月十九日 御休
一妻木玄番様

慶安元年（一六四八）
御家老

四 月廿四日御登ニ而御休
一妻木権 左衛門様

同
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田宮流居合剣法第十四代宗家 で、当会名誉顧問の妻木
正麟元信氏は恰の孫にあたる。

妻木恰(元成・写真左)と家来
日東信之氏所蔵
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慶安二年（一六四 九）
三月十八日御下御泊り
一妻木権左衛門様

御家老
斎 藤久兵衛殿

金子壱分

この史料 は本陣日記（遠州浜松杉浦文書・東 大史料編

二、道路案内の調 査と設置

現在、幹線道路から妻木 町までの道路案内の設 置状況

を調査しています。地図を見な くても妻木町へ、または

城 跡や崇禅寺などへたどり着けるよう に、関係機関への

陳情や会 での製作などすすめます。

三、妻木さんサ ミット及び妻木の文化財展の開催

本年の文化財展は、第 二回妻木さんサミットと同時開

纂所）より拾い ました。妻木玄蕃は妻木家頼（旗本 妻木
城主初代）、妻木権左 衛門は家頼の子頼利です。妻木玄

催となります。詳細につきま しては後日ご案内いたし
ます。

蕃の場合は、江戸か本国かど ちらへ向かっているのか定
かではありません。しかし権左衛門 は慶安元年四月に江

四、妻 木一族の研究、古文書調査など継 続しておこなっ

下さ い。

会員諸士の投稿を歓迎いたします 。ぜひ原稿をお送り

近の動向や新資料の紹介など 内容の充実を図ります。

今号からページを増や す方向で努力してまいります。最

い申し上げます 。

言い訳が ましくなりましたがご理解をいただ きたくお願

の メンバーは多忙な仕事の合間に会務 をこなしています。

会報の発行が大変遅れて申しわ けありません。事務局

編集後記

ています。 今秋より順次出版いたします。

戸へ向 かい、翌年三月には妻木へ帰った ことがわかりま
す。

本年 度の 活動 につ いて
本年は関ヶ原合戦 より四百年にあたるとともに、西暦
二〇〇〇年、そして来年 は二一世紀へと節目の年にあた
ります。当会でも本年度より来 年度にかけて記念行事を
予 定しています。
一、城跡 周辺の環境整備
妻木城跡は貴重 な史跡ですので現状に影響ない範囲 で
見学者の便をはかりま す。
案内標識・説明板の設置、登 山道の整備、下刈りなど
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