
わがまち瀬谷①

不動像は夫人を護り 350 年，

いま時空
と き

を超えて何を語らん。

横浜市登録文化財・地域史跡・お墓山（旗本・安藤家墓地）

安藤正次公頌徳碑 (碑文概略)

父正次公は徳川家康公、秀

忠公の傍近く仕え、信任厚く

また武勇の士であった。慶長

19(1614)年大阪冬の陣では先

陣で敵に当たり、また元和元

年 (1615)夏の陣では軍の先頭

で太刀を抜いて敵に当たった

が、このとき受けた傷がもと

で同年 5 月 19 日大阪平野の陣

で没した。（５１歳）

この勇のためここに名を遺

す。

寛文甲辰５月 1９日 (1664)

孝子 安藤正珍 建立
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１．シリーズ

むかしの養蚕・製糸業を追う

～その２．仙田製糸～

仙田製糸の創業者から４代目のご当主仙田

允治さんに取材をお願いしたところ、快く応

じていただいたので、５月２９日午前、長谷

川を始め５名がご自宅にお伺いした。

仙田家は下瀬谷の全通院勢至堂にほど近く、

林に囲まれた静かなたたずまいで旧家の面

影を良く残している。

創業は明治３１年(1898)で廃業は明治末と

操業期間は割合と短く、従業員数は約５０名

（明治３７年(1904)当時）とこじんまりした

企業であった。自宅前の農地を工場として使

用していたが、廃業後は再び農地に戻して農

業に復帰した。

現在、工場の面影を残す建物はなく、藤沢

八王子往還（旧鎌倉街道）に面した工場跡地

に５０数年前、下瀬谷公民館が建てられ、そ

の他の跡地は新興の住宅地となっている。

製糸業にとって最も大事な水の確保につ

いて伺ったところ、全通院の崖下に３０間

（約５４ｍ）位の横井戸を掘り、工場まで

２００ｍ余りを水管で導いたとのことであ

る。また、一時期は相沢川に堰をつくり、

川の水を引き込んで動力源にしたと言う。

江戸後期から昭和の初めまでの仙田家文書

約４３００点が横浜市歴史資料として寄託さ

れ、養蚕・製糸関係の文書も多く貴重な資料

であるとのこと。この資料の一部は「繭の調

達と仙田製糸」の表題で、開港資料館の館報

３２号に紹介されている。

色々と有益なお話を伺い、資料や記録など

拝見いたし、謝辞を述べ仙田家をあとにした。

仙田允治さん、大正 10 年生

製糸場の水源となった勢至堂の横井戸

（環状４号線工事中に発見、現在は埋め戻し）

養蚕ゆかりの二ツ橋神明社
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北井要太郎氏親子の墓

～その３．相州改良社～

隣接して長屋門公園があり、緑豊かな住宅

地となっているこの周辺は、製糸業の盛んな

頃は「江戸阿久和」と呼ばれるほどの賑わい

を見せ、活況を呈した地域であった。

現在、駐車場となっているこの地に、明治

期には二つの製糸工場（大剛社と相州改良社）

があり、瀬谷区で最も生産活動の盛んなとこ

ろであった。これらの製糸場跡に「区の由来

版」が立てられたのも当然と言えよう。

大剛社に比べ、かなり操業規模の大きかっ

た相州改良社（改良合名会社）の創業は明治

２０年(1887)、操業の期間は約２６年にわた

る。

当時の工場規模を示す銅版画によると、ボ

イラー室を中心として工場５棟、繭蔵、乾燥

室、操糸場、座操場、繰返場、事務所などが

配置されていた。

従業員数は、明治３１年(1898)に１８５名、

明治４０年(1907)が最多の２２０名で、廃業

の直前には１００名近くに落ち込んでいる。

創業者の北井要太郎氏は事業の協力者とし

て、地区の名士・新橋町の中丸家、阿久和長

屋門の大岡家、現アシエンダ乗馬クラブの北

井家を始め近在の有志の出資を得て、明治２

４年(1891)に合名会社として事業規模を拡大

した。

現在の北井家当主は創業者から四代目とな

るが、お話を伺う機会が得られなかったので、

親戚筋である熊野神社氏子総代長の北井淳さ

んとアシエンダ乗馬クラブ経営の北井さかえ

さんに、創業当時から現在までの話をお伺い

する機会を持った。

明治３０年代(1897)から４０年(1907)の初

めまでは、順調に事業が伸びてきたが、その

後市況が悪化し苦難の時期を迎えた。出資者

は次々に離脱し経営責任が北井家に重くのし

かかったようである。

当地方の製糸場の多くが味わった廃業の悲

劇は北井家も例外ではなく、事業清算に大変

なご苦労があったと伝えられている。

当時の資料についてご当主に問い合わせた

ところ、古い資料はみんな誰かが持って行っ

てしまって何も残っていないとのこと。

瀬谷区で旧家の文書がかなり市の歴史資料

として提供されているのに、北井家文書が一

点もないのが疑問でしたが理由はその辺にあ

ったのかと推察される。

廃業の後、工場用地を田んぼとするため地

面を掘り下げたが、その土はボイラー室跡に

積み上げられたと北井淳さんの弁。現在は付

近一帯宅地化されていて、「由来版」に当時

を偲ぶのみである。

母屋は当時の建物にある程度手を加えてい

るが、正門と蔵、住まいなど操業当時の面影

を良く残していると言う。

屋敷の左側にあった長屋門（裏門）ほかの

建物は戦後撤去されたが、ケヤキの大木のみ

が現存している。

北井家の墓地は屋敷の裏山にあり、創業者

である要太郎氏は九世の父・安右衛門氏と長

男・安治氏に挟まれて安らかに眠っている。

要太郎氏は盛

業時、数々の

社会奉仕をさ

れ、また、菩

提寺である泉

区新橋の観音

寺には多大の

尽力をされて

いる。寺側で

はその功に対

し、ご子孫の

方々に院殿の

戒名をもって

報いている。

操業当時の面影を残す北井家
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～その４．養蚕製糸の記念碑～

養蚕・製糸の安泰を願って、瀬谷区内にも

幾つかの記念碑が残されている。養蚕・製糸

業が消滅した現在、隆盛をきわめた当時の遺

構を尋ねて調査した結果を次に述べる。

（１）二ッ橋神明社の灯籠

二ッ橋地区は、瀬谷区内でも最も養蚕の盛

んだった地域の一つである。養蚕業の無事な

る発展を祈願して、大正初め有志の人達の手

で２基の灯籠が本殿前に奉納されている。

この記念碑は当時の養蚕業の実態を知る上

で貴重な遺蹟と言えよう。

奉納は二ッ橋養蚕組合の手によるが、賛同

者として多額の寄進をされた鎌倉郡内の関係

者を始めとして、周辺地域有志の方々の名が

刻まれている。碑の二面は欠落していて読み

取れないのが残念。

当時の二ッ橋養蚕組合員の名も刻まれ、養

蚕の指導のため群馬県より派遣された教師の

名も鮮明に残されている。

（２）長天寺の養蚕童子

文久２年(1862)江戸谷中の仏師の手によっ

て作られ奉納された。

江戸時代の末期には、すでに瀬谷地区で養

蚕が普及し、蚕の安全祈願が行われていたこ

とを示している。

かつては神真殿に鎮座され、養蚕関係者の

信仰の対象と

なっていたが

養蚕業の衰退

とともに、現在

はダルマ大師

と同居され肩

身の狭い思い

をされている

ように感じら

れた。

養蚕童子さ

まのお姿を身

近に拝見いた

し、しみじみと時代の移り変わりを感じさせ

られた。

（３）その他の記念碑

養蚕信仰を示す石碑が区内に幾つか残され

ている。

徳善寺の山門のところにある万霊塔は明治

２１年(1888)の建立。地元有志が天下太平、

五殻豊穣とともに養蚕安全を祈願している。

日枝神社の護蚕祠は昭和１２年(1937)、本

郷養蚕組合の手によって奉納された。

左馬神社

横の蚕神石

碑は昭和１

５年(1940)に

橋戸共進養

蚕実行組合

の手で建立

され、旧川口

製糸（株）の

ご本宅内に

も養蚕石碑

が昔を偲ぶ

かのように

鎮座してい

る。

二ツ橋神明社の灯籠

長天寺の養蚕童子

日枝神社の養蚕祠
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２.夏の歳時記

（１）盆棚

家々では祖先の霊を迎える準備として仏壇

は閉め、別に盆棚を座敷に作る。昔は四斗樽

を二個並べその上に戸板を載せ「ムシロ」を

敷いていた。今はテーブルに「マコモ」を敷

き、その上に位牌、仏具を安置し、正面奥に

曼陀羅などを掛け、盆棚の両端に青竹を立て

縄を張り、「ホオヅキ」や採れた野菜を吊るす。

盆棚には畑の収穫物の他、ご飯、お餅、蕎麦

などを毎日替えてお供えする。また茄子と胡

瓜に「オガラ」で足をつけ、牛馬に見立てて

供える、祖先の霊は胡瓜の馬に乗せて迎え、

また送ると言われている。無縁仏の供養とし

て同じ食物を盆棚の下に供える家もある。

盆棚を縁側に近い座敷に作るのは、縁者が

集まって祖先を偲びやすく、また僧侶が出入

りしやすい意味でもある。

（２）迎え火

夕方門口に、箱に土を入れた｢砂盛り｣を置

き祖先が使う杖に見立てた「オガラ」を立て、

茄子と胡瓜の牛馬を家の方に向けて置く。里

芋(本来は蓮)の葉の上に賽の目に切った茄子

と芋ガラを乗せる、これは祖先の食べ物とも、

牛馬の飼葉とも言われている。

「ミソハギ」または「シキミ」の葉を水に

浸しそれらを清め、線香を立てて、稲藁(本来

は麦藁でパチパチと音が出る)を焚く明りと、

叩く鉦の音によって祖先の霊を迎える。この

あと茄子と胡瓜の牛馬は再び家の中の盆棚に

置かれる。

（３）盆踊り

盆踊りは盂蘭盆会の７月１３日から１６日に

かけて精霊を迎え、慰め、送るために、音頭

または歌謡に合わせてする踊りで、室町末期

から民衆娯楽として発達したもので、その形

式は円舞式と行進式の２通りあるといわれて

いる。

瀬谷では今年も二ツ橋公園（区役所南に隣

接）で、７月１５日の夜、第２６回瀬谷区民

盆踊り大会(写真)が盛大に開催された。

盆踊りは今各地域で自治会が中心となり夏

祭りの行事として行われている。

（４）送り火

盆棚の牛馬（茄子の牛はお土産を背負わせ

て送ると言う）を門口の｢砂盛り｣のところに

出し、今度は「迎え火」とは逆に外に向けて

置き、稲藁を焚き、鉦を叩き、「またお出でく

ださい」と送る。お土産に赤飯を、また天竺

に買い物に立ち寄るための弁当の「おむすび」

を供える家もある。

ゆっくりお帰りいただく意味で深夜にこの

行事を行う家もある。

～お盆・お祭り特集～ ≪祖先を偲び・豊穣の秋を祝う≫

お盆行事（８月１３日～１６日に行われる所が多い）
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お祭り

1．若宮八幡宮（上瀬谷町）

９月１４日(金)、１５日(土)に行なわれた。

１４日は神社入り口に祭りの幟が掲げられ、

午後１時より境内で御輿に入魂の神事（御輿

の扉が開かれ、お札を取り出しお祓いを行う）

が行われた。氏子の上瀬谷、五貫目、竹村、

中屋敷の町内６基の御輿に入魂し、最後に参

加者全員の手拍子で締めた。１５日の夜は賑

やかに地元の方々の演芸会が奉納された。

２．瀬谷神明社（本郷１丁目）

祭の催事はない。

３．日枝神社（本郷１丁目）

９月２２日(土)に行われ、町内５基の子供

御輿が勢揃いし、お祓いを受け町に繰り出し

た。境内では「本郷太鼓連」のお囃子が祭り

の気分を盛り上げていた。やがて御輿を担ぎ

終わったハッピ姿の子供たちが境内に立並ぶ

出店に目を輝かし、小さなポシェットのお小

遣いを出し入れしながら出店の品々を眺めて

歩き、ようやく欲しいものを手に入れて満足

している、そんな様子が子供の頃の自分の姿

と重なり微笑ましく感じられた。

４．左馬神社（橋戸 3 丁目）
9 月８日(土)、９日(日)に行われた。8 日は

神事が行われ、9 日はあいにくの天候で恒例

の御輿の町内練り歩き、夕方から始まる素人

演芸会、祭りの最後に行われる餅まきも中止

となったが、夜店が出て多くの人々で賑わっ

た。

神楽殿では、市認定「無形民族文化財」の

｢橋戸囃子｣（左の写真）が奉納され、祭りを

盛り上げていた。

区内にある神社９社のお祭りを

紹介する。

神社名は、区制 30 周年記念誌

「瀬谷の歴史」に使用している名称

とした。

三ヶ所の「神明社」は区別のため、

通称の地名を前に付けた。

地図は、区のホームページから

借用した。
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５．宮沢神明社（宮沢３丁目）

９月２９日(土)６時より行なわれた。夜店

も出て若い母親に手を引かれた幼子、あるい

はお年寄りの手を引いた孫娘などが、お店を

覗いては楽しんでいた。神楽殿では素人演芸

会が奉納され、おひねりの投げ込みや、花束

贈呈などもあり、「素朴な村祭り」が今年も開

かれている、と言った感じがした。

６．諏訪神社（相沢３丁目）

９月８日(土)９日(日)に行われた。宵宮は

神楽殿で市認定「無形民族文化財」の「相沢

囃子」が祭りの気分を盛り上げていた。

今年も芸能人を招いて盛大な演芸大会が奉

納され、境内には夜店も多く子供達はそれを

楽しみにしている。

９日は連合８町内の子供御輿が社殿前に勢

揃いしてお祓いを受け、その後各町内に繰り

出したが、今年はあいにくの天候で練り歩き

は中止した町内もあった。

７．二ツ橋神明杜（二ツ橋町）

最近は、８月末の土・日曜日に行われる。

８月２５日は神事と御輿（昔は暴れ御輿と言

われていた）のお祓いが行われ、

その後子供達によって北部地域

（厚木街道の北側）を練り歩いた。

夕方からは夜店と地域の婦人会の

出店で賑わい、神楽殿では地域の

方々の演芸大会が奉納された。

２６日は二ツ橋南公園を中心に、

御輿は子供達によって南部地域

（厚木街道の南側）を練り歩いた。

夜は櫓舞台を中心に盆踊り大会を

楽しんだ。

８．白姫神社（三ツ境）

白姫祭り（前頁御輿の写真）と言われ８月

４日(土)・５日(日)の両日、歩行者天国の三ツ

境商店街通りで行われた。４日は午前に神事

が行われ、午後は縁日で賑わい、夜は子供対

象のゲーム、大道芸や特設ステ一ジ（トラッ

ク荷台）で、エキサイティングなジャズバン

ドの演奏が行われた。5 日は午後、４基の御

輿（1 基は子供御輿）と１基の山車が威勢よ

く商店街を練り歩き祭りを盛り上げ、夜はビ

ンゴ大会などが行われた。

９．熊野紳杜（阿久和東４丁目）

瀬谷で最も古い神社と言われ毎年 9 月１８、

１９日に行われている。１８日(火)の宵宮で

は境内に夜店が並び多くの人々が集って賑わ

い、神楽殿では「阿久和囃子」が奉納され、

引き続き「オキタマ（起魂）太鼓」や地元の

方々による演芸大会が奉納された。特に「オ

キタマ太鼓」の勇壮さにアンコールの声が多

く、声にこたえて再度演奏された。

１９日(水)の例祭は午後社殿での神事に続

き境内で、伝統の古式ゆかしい「湯立神楽」

（湯花神楽とも言う、大釜に沸かした熱湯に

神主が青笹をひたし左右に振ってお祓いする

儀式）が奉納された。氏子、見物の方々は太

鼓の音に舞う神主の姿に感動して家路へ…。

（湯立神楽の舞）
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４．せやの風物

8 月２７日、横浜みなとみらい大ホールで瀬谷区青少年の音楽交流会「瀬谷から～ブラス

の風Ⅱ」が開催された。一昨年の区制３０周年記念演奏会に継ぐ、２度目のコンサートで、

区内７校の中学・高校生が、各校別の演奏に加えて、パイプオルガン奏者との合同演奏を披

露した。第Ⅱ部では、東京佼成ウィンドオーケストラの演奏に全員が聴きほれていた。「わが

まち瀬谷」のメンバーも演奏会の撮影などで協力した。

1969 年当時の三ツ境（阿久和東・相澤詔二氏提供） 2001 年７月の三ツ境

［編集後記］
次世代に語り継ぎたい「わがまちの出来事」の情報記録誌『わがまち瀬谷』第２号をお届けい

たします。第１号同様にパソコンで編集印刷しています。情報取材、誌面レイアウト、パソコン

操作などが全くの素人で、取材した情報を持ち寄り語り合い、意見の交換をして、今回の内容と

することが出来ました。本誌についてのご意見やアイデアなどお寄せいただければ幸いです。な

お今回も多くの方々のご協力ありがとうございました。

編集委員：井嶋清吉、磯部久司、岩下義秋、加持郁也、印牧幸恵、木村脩治、杉本壮二、鈴木正志、

中村静子、西 頴子、長谷川和男、長谷川真澄、林 時代、松島克雄、室伏敬二、和田豊彦

支 援 ：瀬谷区生涯学習支援係学級担当（☎ 367－5696）

三ツ境の今昔

第Ⅰ部 中高校生演奏部の合同演奏 第Ⅱ部 東京佼成ｳｨﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗの演奏

（左上円内：ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ奏者） （左円内：ｻｯｸｽ・ｿﾛ奏者）

⇔和泉川プロムナード(相沢小付近)

和泉川上流の稲田⇔

駅から｢希望ケ丘駅｣方面を見る

３．特別掲載


