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紙上座談会「万平公園の魅力を大いに語る」
榎本文岳（当会会長）
山下祐樹（江南文化財センター）
林 幸子（熊谷市議会副議長）
万平公園の史跡を通して郷土史を学ぶ研究会を立ち上げて 3 年。これまでの研究成果のご報告も兼ねて、
皆様に桜木公民館にお集まり頂き、わが町のシンボル万平公園の魅力についてお話を頂きました。

―― まず、当会の発足の経緯を榎本先生からお

林

話頂けますでしょうか？

しく移転されてきた方の交流を図るのは現在課

地域と言っても、昔からお住まいの方と新

題であり、なかなか難しいですよね。この研究会
榎本

５年前に熊谷市の市民活動推進課から相

談があり、「地域活動推進事業」のモデル事業を

を立ち上げて、新旧の住民の絆が深まっていると
いうお話を聞いています。

桜木地区で行って欲しいとの要請を受けました。
当時の桜木公民館長の岡戸さんが応諾し、５年計
画の事業がスタートしますが、その中で、この万
平公園を地域のシンボルにしようという動きが
芽生えました。地域の中心に位置する万平公園を
拠点として「さくら祭り」などの企画を推進し、
徐々に愛着が育まれる中で、ふとした時に地域住
民から素朴な疑問が上がりました。そう言えば、
なぜ町のど真ん中に土手があり、また、なぜいく
つもの記念碑が集積しているのだろうと。実はこ
の地域で活動する方は古くから住んでいる方だ
けではなく、新しく来られた方も多くいるんです
ね。そこで、改めて万平公園の由来を皆さんで研
究してみようというのが当会の発足の経緯です。

榎本文岳（えのもとのりたか）
昭和 11 年（1936 年）生まれ。熊谷市久保島出身。昭和 37 年
より万平町に居住し、長年地元のリーダーとして地域活動を
推進。かつて桜木小の教員として勤めていたこともあり、現
在でも地域住民から慕われて「榎本先生」と呼ばれている。
桜木小学校区連絡会会長のかたわら、万平公園のシンボル化
を目指し、当会を立ち上げる。
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榎本 そうなんです。古くから住んでいる方の昔

会が図書館から収集した明治・大正・昭和の様々

話を新しく越してきた特に若い方が興味深く聞

な地図があり、確かに万平出しが書かれています

く。これが当会が３年間続いた理由だと思います。 がどれも位置の正確性には少々欠けていますね
ところが実際に研究を進めていると古くからい

（笑）

た方にも新発見や議論になることがあり、盛り上
がるわけです（笑）。その１つが「万平出し」が
どこにあったか？ という論点です。

万平出しはどこにあったか？
【メモ】万平出しと熊谷堤

現在の荒川の土手

（新土手）ができる前は、駅方面の手前に熊谷堤
（旧土手）がありました。松岩寺あたりから石上

大正 2 年の地図。

寺の脇を通り、現在の年金事務所の前から久下方
面まで至りました。都市計画により昭和２７年に
石上寺と万平公園に一部を残し、残りは撤去され
ています。明治にも荒川の氾濫は度重なり、町を
守るために少しでも川の流れを弱めようと熊谷
堤から突き出るように造られた突堤（横堤）が「万
平出し」です。築造に尽力した竹井澹如に敬意と
親しみを込めて、その幼名「萬平」を用いて工事
監督官が命名し、地域の方が呼んでいたようです。
残念ながら現存はしておらず、万平公園から南側
あたりにあったと推測されます。

大正 8 年の地図。
昭和 16 年頃の万平出し（撮影：石川守彦氏）

榎本 会員の中には「俺は実際に歩いた」と言う
これは桜木公民館に展示しております石

方もいるのですが、詳細を検討すると記憶も曖昧

川さんが撮影した万平出しの写真です。また、当

で（笑）。但し、砂利取りの道はある程度分かっ

――
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ていて、最後は公園緑地課まで行って地図を見せ
てもらいましたよ（笑）。でもね、必ずしも万平
出しが全て砂利取りの道と一致していないので
はないかと思い・・・。

昭和 16 年の万平出しと砂利集積場。左下は日東製粉工場（現
ニットーモール）（撮影：石川守彦氏）
。

林

今となっては正確にどこにあったかは謎

なんですね。
山下 諸説ある部分がありまして、万平公園史跡
研究会で議論になっていることから私も改めて
調べたところ、竹井澹如の歴史と関係があるので
はないかと。突堤の西側の部分はいわゆる桑畑で
山下祐樹（やましたゆうき）

した。荒川の護岸という機能もあったとは思いま

昭和 57 年（1982 年）生まれ。熊谷市教育委員会社会教育課文

すが、一方で桑園の管理の上で使用する道路とし

化財保護係（熊谷市立江南文化財センター）主任。明治大学

ての機能もあったのではないか。万平出しの築造

大学院政治経済学研究科博士前期課程修了（社会思想史・哲

と桑園ができる時代がともに同じ明治というこ

学）、独立行政法人国立文化財機構・東京文化財研究所を経て、

とからもうかがえます。

現在に至る。当会の創立総会では記念講演「歴史を語る万平
公園の記念碑

―熊谷堤と万平公園―」を担当し、その後、

榎本

そういう形で色んな説を楽しく議論を戦

当会が設置した各種説明板でも監修をして頂く。郷土史に造

わせて（笑）、それを聞いている若い人たちも何

詣が深いだけでなく、筆を持てば油絵を描き、学生時代は元

だか面白いなと聞き入るわけです（笑）
。

ラガーマンと多彩な才能に秀でている。

山下
山下

今までは、砂利道は南側に繋がっており、

万平出しは万平公園の西端のラインから南側に

もともと熊谷市内でも地域の遺産を活か

そうという動きはありましたが、それを研究しよ
うという段階まではなかなか至っていなかった。

位置していたという説が多かったんです。一方で、 万平公園については色々な説を考えながら地域
幾多の洪水でかなり削られてしまっていて、わず

の歴史を知っていく流れになっていますね。

かに残っていたのが（熊谷堤に沿うような）駅方
面のものであったことから、それらを含めた全体

榎本 そうそう、皆でワイワイガヤガヤ言いなが

像が万平出しではないのかとも言われています。

ら楽しんでいます（笑）
。
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山下 結局、何が正しいかということでなくても

績は、実は「竹井澹如翁碑」にしっかり書かれて

良いと思うんですね。色々な説を皆さんで楽しく

います。しかし、難しい漢文のため、なかなか読

検討していく中で、またそれが１つの地域の歴史

めません（笑）。定例会では読み下しにも挑戦し

になっていくのかな、と思います。

ました。そこで当会は地域の皆様にも是非知って
もらいたく、説明板を設置しました。

地元に尽くし、
愛された竹井澹如
―― 万平公園、そして、万平町の由来である「竹
井澹如」のお話が出ましたので、その魅力につい
てお話をお願いします。
山下

もともと熊谷は中山道の宿場町でしたが、

その中でも主要な竹井本陣に養子として継ぐ形

平成 29 年 1 月に設置された『竹井澹如翁碑』の説明板。

で入ります。江戸時代最期、新たな近代化の社会
に入る時代を担った人物でした。世の中が新たな

山下 ええ難しいですよね。この漢文は市河三喜

政治を模索している時期に中央の政治家とも深

が書いていて、当時の早稲田大学などでも教えて

い関わりをもっており、時代の流れを先読みしな

いた英語学者ですが、このような人物と関わりが

がらそれを熊谷の近代化にどのように活かして

あったことも澹如の魅力です。この碑は熊谷堤の

いくかを考えていました。土木事業、育英事業、

西端の近くにある石上寺の南側に建立されてい

都市整備事業などを推進し、大衆のために桑園を

て、後々万平公園に移設されたようです。万平出

開発して新たなコミュニティを創出。熊谷県（明

しと繋がる熊谷堤は、国の史跡にも指定されてい

治 6 年から 3 年間存続）の誘致や初代県会議長を

ましたが、熊谷の町の近代化や大正の大火によっ

務めるなど活躍しますが、決して野心的に中央へ

て逸失していき、一部残された万平公園に他の石

の政治進出をすることでもなく、地元熊谷の発展

碑と共に集まってきました。言わば万平公園が地

のために尽くしました。例えば、万平出しについ

域文化の発信拠点にもなったと位置付けられま

ても「竹井堤」と呼ばれていないことから、大旦

すが、一方で、竹井澹如翁碑も文化財でありなが

那ではあるが、一方で、地元の方にも身近で愛さ

ら、恥ずかしながら市もなかなかそのことを認識

れる存在であったことがうかがえます。

した活動をしておらず、このように市民に分かり
やすい説明板が設置されたことは研究会の１つ

榎本 ああ、竹井堤じゃなくて・・・、なるほど、

の成果だと思います。

そうだね。
山下

そのような人柄も大きな魅力であったと

ピーナッツではなく繭玉

私は思います。
榎本 ところで、林さん、小さい頃の思い出はど
――

山下さんからお話があった竹井澹如の業

の程度記憶がある？
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ていたんです。各農協に行って抽出するんですね。
その頃に所長してたのが井上善次郎さん。熊谷市
郷土文化会の顧問をされていた人ですね。

林幸子（はやしさちこ）
昭和 41 年（1966 年）生まれ。地元桜木町にあった中華料理
店「桜華飯店」の長女として生まれ、幼少時は万平公園と共
に育つ。結婚後は石原二丁目に移住し「さっちゃん」の愛称
で親しまれ、平成 23 年に熊谷市議選で初当選。現在 2 期目と
して市議会副議長を務める。実直な姿勢と親しみやすい人柄
で、桜木公民館祭りで母親のコーラスを見ていた時に当会に
勧誘をされる。好きな言葉は「桜梅桃李」。

蚕霊塔。手前は平成 28 年 3 月に設置された説明板。

万平公園から歩いて１、２分の所に住んで

【メモ】繭検定所 かつて万平公園の東側にあっ

いましたので、毎日学校が終わると日が暮れるま

た埼玉県繭検定所。蚕糸業法により、繭取引を円

で遊んでいました。（蚕霊塔を見ながら）子供心

滑公正に行うために品位を調べることを目的と

になんでピーナッツのモニュメントがあるのだ

して設置された。養蚕業の衰退に伴い、当検定所

ろうと思っていました。

も平成１０年に廃止。ドラマ「リップスティック

林

（LIPSTICK）」のロケ地として使用され、広末涼
（一同、大爆笑）

子さんらが来られたことも話題に。繭検定所の他、
蚕業試験場、熊谷測候所（熊谷地方気象台）など

その後、中学・高校生の頃には熊谷で養蚕

の公的機関が置かれていた背景には、県の基幹産

業が盛んであったことも学び、また、私が子供の

業だった養蚕業の中心が熊谷であったことを物

頃は繭検定所もまだありましたので、ピーナッツ

語っている。県庁所在地以外に気象台が設置され

ではなく繭玉だと理解したのですが。

た例は全国でも珍しいが、これも桑園の凍霜害な

林

どの気象災害に対応するためであった。
榎本 そうだよね。子供に限らず経緯が分からな
いと蚕霊塔を見ても「こりゃなんだ」と思うよね。

林

実は、私は学生時代に繭検定所でアルバイトをし

ますが、熊谷堤が始まる松岩寺の近くでして、そ
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なるほど。今、私は石原二丁目に住んでい

れこそ嫁いだ当時は片倉製糸の高い煙突が立っ

榎本 それと話が逸れて申し訳ないけど、玉井の

ている頃でした。今でも地域の方にお話を聞くと、 元素楼。子供の頃に３階建ての蚕室の記憶がある
実は信州から就職するために熊谷に来てそのま

んだけど、この前、この辺にあったかな、と見に

ま縁があって暮らしていますというエピソード

行ったら何も残ってないんだね。ただ、史跡元素

によく出合います。長野、群馬、熊谷の蚕糸業の

楼跡っていうのは立っているけど。でも何気なく

歴史の流れを垣間見ます。

地元の方にお話しを聞いたら、川本南小の校舎に
転用されていると教えてくれた。地元の方はちゃ
んと知っているんだね。
山下 元素楼と言えば、鯨井勘衛ですが、やはり
竹井澹如と非常に繋がりが強いんですね。日本の
近代化のために中央政権からは殖産の要請があ
り、繭をいかに育てるかという技術面は勘衛が、
養蚕の労働力をいかに整えるかは澹如が、それぞ
れに担った。
榎本

なるほど鯨井さんと澹如さんは一体とな

って。

旧熊谷堤から見た埼玉県繭検定所（撮影：石川守彦氏）。

山下 ええ、それに伊勢崎の田島弥平などが一緒
に推進していったという大きな流れがあります。

榎本 片倉製糸と言えば、私が子供の頃は「まる
イ」と「かくイ」と呼んでいましたね。石原工場

榎本 そうか。だからもう少しね、あそこの元素

が「まるイ」、今の銀座にあった熊谷工場が「か

楼跡も解説とかあってね、今の人にも偉大な歴史

くイ」
。片倉製糸のルーツは岡谷でしたっけ？

を知ってもらいたいものだよね。

山下 そうですね。今のイオンにあった石原工場

山下 そうですね。行啓記念碑は立っているので

は三木原製糸を片倉が買収したんですよね。

すが。当時は注目されていて、明治天皇の皇后も
立ち寄られて。きっと、中山道がルートなのでこ

榎本

その他にも松崎製糸とか熊谷製糸とかあ

のあたり（万平公園付近）も通られたはずですね。

って、製糸業が大いに栄えてましたね。とにかく
ここ熊谷は県内でも蚕糸の中心地であったわけ

林

です。

しますか？（笑）

【資料】埼玉県の養蚕の歴史

当会も活動エリアを広げて、説明板を作成

庶民を支えた偉大な蚕糸業
―― 当会では、先日の定例会で「蚕霊塔から遡
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る養蚕業・製糸業の歴史概要」と題して皆さんで

も誰が盗んだか分かっているんだけど、そこは共

学びました。次のとおり２つの視点から迫りまし

同体を守る工夫をするんだね。「おとかが出た」

た。「なぜ大里郡に養蚕業・製糸業が広まったの

とね。

か？（ローカルな視点）」と「蚕から高級婦人靴
下になるまでの流通（グローバルな視点）
」
。

林

「おとか」ってなんですか？

榎本 まあ、何と言ったらよいか、要するに架空
【資料】なぜ大里郡に養蚕業・製糸業
が広まったか

の動物だけど「おとかに運ばれた」と表向きはみ
んなで言うんだね。その実、誰が犯人かもわかっ
ているけど、バカ正直に言い争いをすると下手す
ると血を見るからね。お互いが生活を守るための
工夫だったんだね。

【資料】蚕から高級婦人靴下になるま
での流通

山下

蚕泥棒がいたというのは知っていました

が、農家はそのように色々受け入れてコミュニテ
ィを守っていたのですね。
榎本 この資料だと、岡谷、藤岡、熊谷などの横
浜港へ繋がるいくつかの流通ルートが書かれて
いるけど、私の子供の頃の記憶には甲府というの

熊谷はイノベーションの町

があってね。実は私の祖父が蚕の種（蚕種）の運
び屋をやっていてね。
山下 ええ、昔は種屋という商売もありましたね。
榎本 そうそう、それで甲府と熊谷を行き来して
ましたね。まあ、いずれにしろ当時は養蚕が現金
収入の近道だったわけです。春蚕（はるご）から
始まって、夏、初秋、晩秋、晩々秋と年に５回も
収穫できる。一方で、米とか麦は多くて２回。こ
れはたかがしれている。だから直接的な現金収入
は養蚕しかなく、農家にとってはかける思いが強

片倉シルク記念館。

かった。そんな背景があるからしまいには蚕を盗
む奴も出ましてね。

―― 当会では、シルク記念館も見学し、同館の
垣堺さんに大変興味深いお話をお聞きしました。

林

えっ、どうやって盗むんですか？

当時は、片倉は高級靴下のために質の高い繭を必
要としていた。農協は片倉に行けば高額で買って

榎本 隣の家に夜に忍び込んで盗むんだよね。但

もらえるという安心感があった。一方で、稲作に

し、翌朝になると２軒先の家の蚕が一晩で増えて

あまり向いていない土地柄であった熊谷に竹井

いるんだから、すぐに分かっちゃう（笑）。近所

澹如や鯨井勘衛が桑園を開発し、農家に現金収入
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の道筋を指南した。実はこのサイクルがうまく回

榎本

っているときは、農家はキャッシュリッチだった

なあ（笑）
。

そんな逸話もあって郷土史は面白いんだ

のでしょうか？
山下 養蚕も麦もそうですけど、１つ言えること
山下 そうなんですね。特に熊谷については２つ

があります。この熊谷に唯一単独のこれだという

要因があります。１つ目は関東ローム層。火山灰

完璧な産業はなかった。夏は暑いし、冬は寒いし、

なので水はけは良いが食物の栽培に向いていな

人にとっても農業にとっても厳しい環境。だから

い場所がある。もう１つは利根川と荒川に挟まれ

こそ「イノベーション」が起きやすかったのかな、

た立地。川の洪水によって作物が流されてしまう

と思います。竹井澹如も鯨井勘衛も、なかなかう

一方、桑は川辺などでの生育が好ましく、安定感

まく行かなくても諦めずに色々と試行錯誤を繰

があった。このような諸条件があいまって養蚕に

り返して、川べりに桑園を作ってみて、それが堤

重点がシフトしていきます。その動きの中で熊谷

を造る原因にもなり。そう言う風に歴史が繋がっ

では、「貧し過ぎる農家」と言うのは少なかった

てくるのかな、と思います。

と思われます。
林

当時はもしかしてものすごい良い時代だ

熊谷のブランド化・名勝熊谷堤

った？
―― 万平公園に残っている旧熊谷堤は、かつて
山下 ええ、農家が養蚕で儲かって、商人も製紙

桜の三大名所の１つ「名勝熊谷堤」と言われてい

業に商品を売って儲ける。そんなサイクルが熊谷

ました。

には存在していたんですね。
林

今、うどんサミットも開催されていて（編

集者注：収録した平成３０年１１月１１日には
「第 8 回全国ご当地うどんサミット 2018 in 熊
谷」が開催されていた）、チラシには権田愛三も
デザインされていますが、熊谷には色々な産業が
あったのですね。
榎本 麦王は話がまた別で、聞いた話だと、借金
取りから隠れて、夜ひっそり寒さに凍えながら夜
な夜な麦を踏んだら、たまたま大きく育って（笑）
。
山下

色んな小説によるとそう言う面白いエピ

ソードもありますね。ひとつのきっかけだったか
もしれません。補足すると麦踏み自体は江戸時代
からあり、愛三は古い農事書物を読み解き、実験
を通して体系化したところに成果がありますね。

昭和 15 年頃の旧熊谷堤・万平公園付近（撮影：石川守彦氏）。
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山下 今の市民には、熊谷と言えば桜の堤という
イメージが一般的にあると思いますが、中には現
在の新土手の堤が昔から歴史があると思ってい
る方もいるかもしれません。しかし、実際本来の
名所は、室町時代の終わりから、江戸・明治・大
正の時代を経て、いわゆる旧土手の熊谷堤でした。
この熊谷堤は元々荒川の土手ですから、当時この
地域を所管していた北条氏が造った北条堤が原
点となっており、また、堤の改修と言えば、江戸
城の改修を担当していた伊奈氏もかかわってい
ます。その堤に、（ソメイヨシノは近代以降です
から）当時は野桜であったり原始の桜が植えられ
て江戸時代に名所となるわけです。しかし、樹木
には寿命があって明治期になると荒廃をしてき
ます。
―― 当会では「桜に彩られた熊谷の歴史」とい
う年表を作りまして、特に明治１６年から始まる

豊島区巣鴨にある「染井吉野」の碑。中央には熊谷の記載も。

偉大な先人達の桜の名所を目指した情熱の歴史

明治 16 年、林有章等は東京染井の毛利候別邸から吉野桜（ソ

を学びました。

メイヨシノ）を購入し、開通営業前の高崎線で貨車（トロッ
コ）五両に積載し、熊谷まで運搬した。

【資料】桜に彩られた熊谷の歴史

山下

後に上野発の臨時列車が出るほど観光客

が集まる名所となりますが、まさに桜によって
「熊谷のブランド化」を果たしていきます。
山下 元々、熊谷堤の北側に中山道がありました。 林

もともと明治１６年の決意も、ゴミ捨て場

まさにこの時期は鉄道が敷設されます。すると街

となり替わっていた堤をどうにかしたいと言う

道の用途が鉄道に大きく移り、人々の街道への認

「環境」目的で始まり、桜を植えることで、それ

識も変化します。鉄道ができれば駅周辺に店舗や

が「観光」として意義付けられていく。今、「桜

居住エリアが広がりますが、一方で、（そのよう

のまち熊谷」と言われているそもそものルーツを

な必要性がなくなった）堤周辺は主に娯楽の場と

作った方ですね。

しての認識になった。娯楽の場ですと、人こそ大
勢集まるものの、その堤の保存という観点では厳

山下

しい時代になったともいえます。その流れの中で

とも言われていますが、桜については１世紀以上

荒廃している堤に桜を植栽して復活させようと

に及ぶ物語が連綿と続いています。

立ち上がったのが、竹井澹如、高木弥太郎、そし
てキーパーソンの林有章です。
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そうですね。今、「ラグビータウン熊谷」

林

なるほど。市民の皆様の中では林有章と言

うお名前をあまりご存知ではない方も多いと思
います。広く知らしめていくのも当会の使命かも
しれませんね。
榎本 そうだね。少なくとも万平町の由来が澹如
さんにあり、その方と一緒になって桜に彩られた
熊谷堤を造ったのが林有章。そういうことを地域
の方に広めていきたいなと思いますね。
現在の桜堤（新土手）
。菜の花の競演も圧巻（撮影：坂幸男氏）
。

エネルギッシュな行動力と
学術面でも貢献した林有章
榎本 林有章さんは、少し竹井澹如さんの陰に隠
れていて、そんなに脚光を浴びていない印象があ
りますね。
山下 そうですね。林有章と言えば、万平公園や

平成 30 年 1 月に設置された説明板『名勝熊谷堤と林有章』
。

この地域で言えば桜の関わりが大きいですが、そ
の他にも様々な功績があります。こちらの机に

林

「幽嶂閑話」も置いていますが、それまで曖昧模

れた歴史を学んでいきましたが、山下さんは、竹

糊としていた熊谷市史を体系化したのもその１

井澹如さんや林有章さんのその溢れるエネルギ

つ。また、折遆（せきてい）学社で学びますが、

ーの根源は何だったと思いますか？

当会でも名勝熊谷堤が熱意を込めて造ら

教育にも力をいれており、例えば大森貝塚を発掘
したモースを呼び、石上寺で講演をさせるコーデ

山下

ィネートもしました。モースは動物学の権威でも

堤の北側に住んでいる方の生命をいかに守るか、

あるわけですが、当時日本でもあまり認識されて

そのためにはいかに堤を保存していくかという

いなかった進化論も講演で取り扱います。皆さん

命題がありました。そのために熊谷堤を地域のシ

は、毛利邸から桜を運搬する際に急遽トロッコを

ンボルにしようと言う方針があったと思います。

利用したアグレッシブな実働部隊の印象が強い

もう１つは堤の反対側は湿地帯であり、澹如さん

かもしれませんが、地域だけではなく世界に向け

が桑園にもしていきますが、荒川と共存して生き

られた広い視野で最先端の講演を熊谷で開催す

ていくという思いも強かったのではないでしょ

るような学術面での貢献も大きく、まさに熊谷の

うか。荒川べりで庶民の現金収入になる桑園があ

近代において主要な人物の 1 人であったと言えま

り、住宅地を守る堤を造る。但し、堤を保存して

す。

いくためには多くの方が「愛着」をもって集い、

まずは熊谷堤の主要な機能は土手であり、

歩き、堤を踏み固めてくれる必要があった。その
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ために有効な手段として「桜」に着眼したのでは
ないでしょうか。市民への温かい思い、市民のた
めにより良い施設を作りたいという熱い思いが
あったと思います。

「桜堤」の皆さん。華麗な踊りで愛着を推進（撮影：坂幸男氏）。

榎本 例えば、万平公園を地域のシンボルとして
永く保存・管理して行きたいという命題に置き換
えて考えてみます。林有章が桜を植えて多くの方
現在の万平公園の桜（撮影：坂幸男氏）
。

が堤に愛着を持ったように、万平公園も地域の方
がみんなで清掃をして、自ら関わることで地元の

今お話をお聞きしていると、養蚕の観点で

公園として愛着をもってもらう。愛着を持つと皆

は「産業」にも関連しますし、市民の安心・安全

の目が公園に向くようになり、「あ、ベンチが壊

という趣旨では「防災」の機能、そして桜の木を

れているな」「これだと子供に危ないな」など保

植えることで「観光」にも繋がる。まさに一石三

全が必要な個所などに気づき、保存・管理へと繋

鳥以上の効果があったと感じますね。

がる。一方で別の例では、市内にある色々な史跡

林

で残念ながら現状廃れてしまったものがあるけ
山下 そうですね。今でこそ町おこしに文化財を

ど、ほとんど地域の目が向いていないよね。「愛

取り込むという観光の構成は多く見受けられま

着」、これはこれからの地域活動のヒントになり

すが、その当時からその視点をもっていたと思う

ます。

と、ものすごいパイオニアだと言えます。

「愛着」というメッセージ
榎本 そういう視点でみると面白いね。１つの物
を末永く保存・管理をしていく中で、その物に対
する「愛着」をもたらす形に推し進めていく。そ
の発想が大変面白いね。
林

プロジェクトとしても大変効率的だと思

幼児も温かく包み込む万平公園（撮影：坂幸男氏）
。

います。
林

そうですね。熊谷市内には他にもたくさん

の史跡がありますが、地域の方が愛着を持つには
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まず「知る」と言うことが大切ですよね。何か立
っているけど何だろう、と素通りせずに、地元住

これからも万平公園と共に

民の方が興味を持って掘り起こしてみる。そして、
清掃をしたり、近くでお昼を食べる会を催したり、 ―― 本日は誠にありがとうございました。最後
ちょっとしたことで良いですが、そんな活動を通

に地域の皆様、特に未来を担う子供たちに向けて

して愛着が生まれる。このような活動が意識的に

メッセージをお願いします。

各地で行われたら素晴らしい熊谷になると思い
ます。

林

子供の頃は万平公園で日が暮れるまで遊

びました。改めて当会で勉強をして、色々な歴史
が詰まったすごい公園だと分かり、感謝していま
す。とにかく子供達には公園でたくさん遊んでも
らいたいと思います。今の子供は忙しく、遊ぶ時
間もなく、また、地域に目を向ければ子供が安心
して思いっきり遊べる公園も限られています。そ
んな中、万平公園は地域の方の努力で安心・安全
な場所になっています。是非とも、子供達には毎
日楽しく公園で遊んでもらいたいと思います。

現在、万平公園に残る旧熊谷堤（撮影：坂幸男氏）
。

榎本 うん、地元の史跡を検証して、その過程を
通して愛着が生まれて、結果として保存・管理に
繋がる。実は５年ほど前に万平公園サポーターと
いう団体を立ち上げて、公園の清掃を始めました。
公園がきれいになり、木も伐採されて見晴らしが
よくなると、安心・安全な場所となり、子供たち
が集まってきました。子供が集まる安全な場所に
は高齢者も散歩コースとして集まってきて、今で

桜を見守る「名勝熊谷堤碑」（撮影：坂幸男氏）。

は地区外からも親子連れが遊びに来たり、また散
策に来られる団体もおります。安心・安全な場所

山下 万平公園、そして、熊谷堤。まさに歴史が

が人を呼び、憩いの場となり、多くの人が集まる

集約した場所だと思います。特に子供達には歴史

ことで、さらに安心・安全となり、そして、公園

は難しいものではなく、身近にある公園が歴史そ

の保存・管理に繋がっている、という実感があり

のものなんだよと知ってもらいたい。そして、地

ます。この面白い現象は教訓であり、これからの

域に住む良さ、地域にどのようなものがあるかと

地域活動、とりわけ万平公園を守っていくための

いう好奇心を育む場としても活用してもらいた

指針になると思います。

いですね。それと共にこの地域以外の方も万平公
園に関心を持ってもらい、大人から子供まで集ま
り、楽しく遊ぶ場所、学ぶ場所、それはあたかも
「野外博物館」のような存在になって欲しいと思
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くの方が関わることで愛着が生まれて、保存・管

います。

理へと繋がることを確認できました。これは大き
な収穫です。この動きを継続するためにも、今後
の大きな課題は「人材」だと思います。たまたま
この地域は「うん、そうだね」と賛同してくださ
る方が、若手も含めていらっしゃることが大きな
強みです。これからも万平公園の魅力を伝えなが
ら、地域活動に励んで行きたいと思います。

平成 28 年 3 月に設置された
『歴史を語る万平公園の記念碑』
。
万平公園内の 6 つの記念碑について分かりやすく概要がまと
められている。

榎本

皆さん、今日はありがとうございました。

私は教員の頃から夢があって、子供が群れて自由
に遊べる広場を作りたいと常々思っていました。
当初は万平公園は自分にとって広すぎるので、手
始めに曙公園から取り組みました。３０年続いて
いる早起きラジオ体操を通して、公園の清掃や備
品の補充、工作物の補修などを続けて一定の成果
を得ています。時は過ぎ、機は熟し、万平公園に
も着手しました。清掃活動や地域のイベントの会
場として使用することを通し、おらが町のシンボ
ルとなりつつあります。安心・安全な場所として、
子供達、その親世代、高齢者と集まるようになり
ましたが、本日の座談会ではそのように地域の多

桜木公民館にて収録を終えた面々（撮影：福島祐二）
。

初の試みとなった座談会。三

●発行日 平成 31 年 1 月 1 日

者三様の郷土への温かい想いが重なり、まさ

●発 行 万平公園史跡研究会

に新春にふさわしく、笑顔「満開」で幕を閉

●編 集 事務局

編集後記

じました。この町の歴史は面白い、この町は

〒360-0033

素晴らしいと再認識させてくれた皆様に感謝

埼玉県熊谷市曙町二丁目 61 番地

です。今年も万平公園と共に（正）
。

桜木公民館内
manpei.shiseki@gmail.com
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万平公園史跡研究会
平成２８年 ２月２０日（土）

活動記録

創立総会
創立記念講演会
「歴史を語る万平公園の記念碑 ～熊谷堤と万平公園～」
文化財説明板の設置に込めた思い
熊谷市立江南文化財センター 熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係
主任

山下祐樹 氏

平成２８年 ２月２２日（月）

まちかどワイド（J:COM チャンネル 地デジ 11ch）で創立総会の模様が紹介

平成２８年 ２月２８日（日）

埼玉新聞に掲載『地域のシンボル学ぶ

平成２８年 ３月

『蚕霊塔』の説明板を設置

万平公園史跡研究会が設立』

平成２８年 ６月

５日（日）

第１回定例会「熊谷堤、万平出しの位置の検証」

平成２８年１０月

１日（土）

第２回定例会「竹井澹如翁碑の解読」

平成２８年１２月２４日（土）

臨時会「竹井澹如翁碑の説明板について、案文検討」

平成２９年 １月

『竹井澹如翁碑』の説明板を設置

平成２９年 ２月

１日（水）

市報くまがや２月号に当会が紹介

平成２９年 ２月１２日（日）

第３回定例会「熊谷堤、万平出しの位置の検証 その２」

平成２９年 ２月２４日（金）

埼玉新聞に掲載『竹井澹如の案内板完成』

平成２９年 ６月１１日（日）

平成２９年度定時総会
第４回定例会 講演「万平公園の今昔」
大里歴史研究会会長 岡田辰男氏

平成２９年１０月

１日（日）

第５回定例会「桜に彩られた熊谷の歴史の研究」

平成２９年１２月

９日（土）

臨時会「桜の説明板について、案文検討」

平成３０年 １月

説明板『名勝熊谷堤と林有章』を設置

平成３０年 ２月１０日（土）

第６回定例会「桜に彩られた熊谷の歴史の研究 その２」

平成３０年 ６月

片岡シルク記念館を見学

９日（土）

平成３０年 ６月１０日（日）

平成３０年度定時総会
第７回定例会「蚕霊塔から遡る熊谷市の養蚕業の歴史概要」

平成３０年 ９月３０日（日）

第８回定例会「蚕霊塔から遡る養蚕業・製糸業の歴史概要

平成３０年１０月１９日（金）

埼玉新聞に掲載『養蚕で栄えた熊谷史を学ぶ』

平成３１年 １月

創立３周年記念冊子を発行

１日（火）

その２」
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～６つの史跡が集積する野外博物館～

熊谷駅南口を下りる。

旧熊谷堤・跡地コース

新土手はこちら

是非、お越しください！
住

所

アクセス

埼玉県熊谷市万平町１－１
ＪＲ高崎線・秩父鉄道・上越新幹線「熊谷駅」 徒歩５分
関越自動車道 東松山Ｉ．Ｃ 約１５．８ｋｍ
関越自動車道 花園Ｉ．Ｃ 約１６．８ｋｍ
（※なお、公園専用の駐車場はございません。
）

5

庶民を支えた偉大な産業

④蚕霊塔
熊谷地域は養蚕が盛んな地域で、近隣に様々な絹産業遺産も所在していました。蚕霊塔
は、生糸生産のために使われた多くの繭に対する慰霊の祈念碑です。中央に繭の彫塑、
両脇に「繭かき」
（左）と「桑つみ」
（右）のレリーフが飾られています。昭和３６年（1961）、
埼玉県蚕糸業協会が建立。新海竹蔵がデザインしました。

荒川と共存してきた証
⑥内務省測量基準
昭和初期の荒川改修の際に設置された内務省の「測量の基準」石標。
19/30 と文字が彫られており、堤と南側の荒川との位置情報を連ねて
記したものと推察されます。花崗岩製。

4

名勝熊谷堤を語る３つの碑

①桜植功労碑

②熊谷堤栽桜碑

⑤名勝熊谷堤碑

旧熊谷堤の桜の植樹
や堤の保存に対する
功績を顕彰した碑。裏
側に当時の協力者名
が記されており、市内
を中心とした有力者
名が見られます。

明治の終わりから大正にか
けて桜の植栽を実施した
「熊谷保勝会」の活動を記
念、顕彰することを目的と
して、大正３年（1914）に
建立されました。

旧熊谷堤は、高さ約３
ｍ、堤上の幅は約４ｍを
誇り、昭和２年（1927）
に、国の史跡名勝天然記
念物に指定されました
（その後、解除）。かつ
ての名残りを今に標す
碑です。
はやし ありあきら（ゆうしょう）

この人がすごい！

キーパーソン

林有章

高崎線の開通を控えていた明治 16 年。荒廃した熊谷堤を綺麗な桜
で復旧したいと決意した林有章は、黒田時雨次郎、高木弥太郎、竹
井澹如らと共に東京染井の毛利邸から苗木を購入し、４５０本を植
樹。幾多の困難も溢れる情熱と若き力で突破。彼の足跡を追うとそ
林有章（1859～1945）

の圧巻の行動力に魅了されます。

3

万平町の由来は竹井澹如
③竹井澹如翁碑
熊谷宿の本陣の当主、竹井澹如
（幼名は萬平）は幕末から明治
期の熊谷の発展に尽力した人物
です。熊谷堤の西側に町を洪水
から守る突堤の「万平出し」を
築きました。竹井翁の功績を顕
彰する碑です。

この人がすごい！ 竹井澹如の主な功績
・初代埼玉県会議長に就任
・熊谷県庁の誘致
・万吉の荒川河原に数十町歩に及ぶ広大な桑園を開拓
・荒川の洪水から熊谷を守る万平出しを築造
・市内の道路を整備し、墨江町、竹町、泉町などを開発
・豪壮な熊谷寺本堂を再建
・天下の名園とうたわれる星溪園（当時の名は竹亭）を作
り、昭憲皇太后、秩父宮がご遊覧
・青年教育にあたり、私立中学「折遆(せきてい)学社」を設
竹井澹如（1839～1912）

立し、
「埼玉学生誘掖(ゆうえき)会」の設立を支援
・熊谷堤にたくさんの桜を植え、名勝熊谷桜とうたわれる。
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⑥内務省測量基準
私たち万平公園史跡研究会は、
「万平公園を我が地域のシンボルと
自覚し、その史跡の研究を通して先人の偉業と地域の歴史を学び、
郷土愛を育みながら更なる地域発展に貢献することを目的」として、
平成２８年２月に創立しました。
熊谷の歴史を雄弁に物語る６つの記念碑。
是非、万平公園にお越しください。
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