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自分史、句集、歌集、詩集、エッセイ集、小説・…・・

あなたの本を作ります

一度ご連絡下さい。すぐにお伺いします。

自分史やエッセイ︑小説を書いた原宿︑
俳句や虐歌︑岸などの作品が原荷用鹿の

ンのライターが皆様から取材して文章にま
とめます。

︑

■上野における戦国期の状況及び土着の経緯
○増田氏・千代田町
○下田氏・箕郷呵
○広瀬氏・高崎市
○町田氏・玉村卯
○青柳氏・中之魚
○放漫氏・伊勢崎市
○浦野氏・・長野原町
○飯塚氏・鬼石呵
○小掛橋氏・松井訃呼 ○北爪氏・宮城村

■江戸期における経由

整理・校正・編集に当たり事す。書店への
流通や宣伝も行います。
「本を出版したいが、文章が得意でないの
で……」という方もご安心下さい。ベテラ

まま屠っていませんか7

一生の記念になるような本に仕上げるた
め、20年の経験を誇るスタッフが、原稿
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↑ ﹁大名小路﹂の礎石︵館林市大手町︶

痢吉ゆかりの﹁大名小虜﹂
こ
︑つらけしゆく

り﹂と書く︒さらに﹁裏宿のかた

わ

旧館林藩士の妻山田音羽子は︑
へ廻り杉林の暗き道を通り﹂とあ

と

弘化三年︵一八四六︶藩主秋元氏
り︑昼なお暗いほどの杉の木があ

でんほう

の転封に伴って︑山形から館林へ

かみのやま

に綴っている︒

その昔羽子の昌を驚かせた ﹁大

城主であった名残である︒

名小路﹂という町名は今はない︒
これは徳川綱吉が館林二十五石の

みょうこうじ

さげ︑切りやき︑きゅうりもみな

げの見える大きな山である︒宇都

蔵王山は焼けただれたような赤は

老格の重臣の邸宅が軒を連ねてい

幅の広い道路の︑南北両側に︑家

当時︑大手門から東に伸びた道

せた︒古河城のほとりには蓮華が

画をみるようで田舎者の目を驚か

屋根が立ち並び︑そのさまは江戸

称であったようだ︒﹃寛永江戸図﹄

し︑諸侯の集まる江戸で必要な名

もともとは諸侯の居住地を意味

れんげ

美しく咲き乱れ︑板倉を過ぎて
すもも

段々行くと︑おびただしい桃林が

ら十九年間在城した︒しかし館林

ふうに︒

あり李の木もあった︑などという
六月四日︑いよいよ十日間の長

飯塚氏・鬼石町

にきたのはたった一度だけといわ
れている︒だがその綱膏の残した

鬼石町
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広瀬氏・高崎市

子の筆は︑﹁江戸口入り谷越町に
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浦野氏・長野原町

しろまち

●

館林自慢の﹁大名小路﹂は︑今は

安中市 議市

至れば皆二級づくりにてよき町な

ｌ

城町と大手町というどこにもある

●

宮岡市

ｌ

り﹂︑﹁大手の御門のけっこう︑入

◆

町名な変わり︑昔の名前は礎石に

長野原町

残るだけとなった︒

青柳氏・中之条町

にて目をおどろかすことばかりな

●

りて見れば大名こうじ︑誠に立派

綱吉は寛文元年︵ ハ六二 か

には︑有力外様大名を置いた場所
とど
として名を留めている︒

ちょうか

︵ヒノキ︑マキ等を薄くはいだ板︶

宮城下の町家はからわ屋根︑木端

たところから付けられた名だとい
われる︒

ぎおう

ど出たが︑食事が進まなかった︒

﹁上山﹂に着き昼食になす︑さ

だい

った町の様子が垣間見える︒

1

至るまでの道中の様子を次のよう
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白山へと逃れる︒これを契機として大きな旗頭を失

やまのうち

関東管領の山内上杉氏が勢威を誇っていた頃は︑
った上州の諸勢は︑各々の存亡をかけてそれぞれの

かんれい

上野の諸将は上州一揆としておおむねその幕下にあ
家や氏族を守らなければならない時代へと入った︒

勢力は武蔵を橋頭保として南より上野の地を窺い︑

杉謙信は越後より関東の地へ侵攻しへ 小田原北条の

上杉憲政から上杉の名跡と関東管領職を受けた上

った︒管領府のおかれた上野平井は関東でも有数の
都邑として股賑を極め︑遠く京の都などとの文物の
往来も頻繁に行なわれたようである︒

一時的には古河公方足利成氏が東上野︑下野︑下
甲斐を統一して信州を幕下に置いた武田信玄は西毛

こ が く ぽ う

総をおさえ︑山内上杉は西上野︑武蔵︑相模を掌撞
より上州の地を窺うことになる︒

おうぎがやつ

して対立するなどの乱があり︑また扇谷上杉定
みのわじょう

正・朝良と対立し︑周辺諸勢力を巻き込んでの一進

当時の上野は︑西毛に箕輪城の長野業政が覇をと
なえ︑東毛には太田金山城の由良成繁が勢力を誇っ

一退等があったが︑上野勢は︑後に白井城主となる
長尾景春などの例を除いておおむね関東管領の幕下

四年と推定される上杉文書の〝関東幕注文〃には︑
上野全域の武士団の名が見えている︒

ていた︒永禄三年の上杉謙信の関東出兵には︑上野
の武士団はそのほとんどが参陣したと思われ︑永禄

小田原に覇をとなえ︑三代氏康が扇谷上杉氏や山内

謙信は越後より三国峠を越えて度々関東へ出兵

にあったと思われる︒

上杉氏︑古河公方足利氏をも討滅追放すると︑これ

戦国の幕を切って落としたと言われる北条早雲が

らに替わって南関東一帯を勢力下に治めることにな

し︑常陸から相模までを侵攻する︒一時的には遠く
北条氏の小田原まで攻め寄せたこともあった︒謙信

る︒

関東管領上杉憲政は︑天文十五年︵一五四六年︶

しかしこれらの遠征も︑点を結ぶ線上の遠征であ

拠点として上野へ侵攻する︒永禄九年には太田金山

一方︑小田原の北条氏は鉢形城などのある武蔵を

は小田原攻めの帰途鎌倉八幡宮へ立ち寄り︑長尾姓
を改め正式に上杉の名跡と関東管領職を受け継い
だ︒この長途の遠征には︑上野の武士団も多くが参

骨に各拠点を多く持ち︑民治を善くし

川越の戦いにおいて北条氏康に大敗し︑同二十一年
に平井城をも小田原北条勢に攻め落とされ︑越後春

り︑南関東

の由良成繁が北条氏に服属している︒永禄九年︵一

き上げている︒

ていた小田原北条氏を抜くことは出来なかった︒謙

五六六年︶ は箕輪城が落城した年でもあり︑この時

降した︒

億の関東出兵は十数度に及び︑その時期の大半を歴

若き城主長野業盛は援軍を常陸にあった謙信に要請

乱取りを行ない︑食いつない

た雪のない関東で戦に勝って

侵攻を繰り返し︑収穫を終え

ドとして関東管領の名の下に

その著書によれば︑謙信は豪雪を天然のバリケー

長野業盛は父業政の﹁甲南両家︵武田︑北条氏︶
の為に城下の盟を成し︑降人と為りて父祖の名を汚

せない事情もあったと思われる︒

た筑波の小田城などを失うことにもなり︑兵が動か

て動かなかった︒謙信が兵を戻せば︑折角手に入れ

謙信は箕輪の若者が何度も泣きついてくると言っ

ひ た ち

史学者藤木久志氏は年末から翌年春の四︑五月頃へ

する︒

だと記している︒また謙信が

すべからず︒運尽きなば城を枕とし腹切って死すべ

な り も り

かけてと推定している︒

来攻してきて同心すれば︑恐

動かして小城などでの小戦闘

いが︑その戦いは兵を各地に

面から侵攻させ︑自らは余地峠などから上州西部へ

武田信玄は︑味方につけた信濃の真田勢を吾妻方

城する︒業盛は城内の持仏堂に籠って切腹するが︑
この時弱冠十九歳であった︒

なりまさ

らく上杉勢の兵糧は同心衆が

を繰り返すのみで︑北条氏の

と侵入した︒武田の数次に亙る侵攻により︑上州西

の和田氏が武田信玄についた

どと仮定すれば︑女性や百姓︑町人と老幼を除いた

大胆に推論してこの頃の上野の人口を四十万人ほ

よち

鉢形城や川越城などを徹底的

南部の諸勢は漸次武田の配下となる︒その他の地域

はちがた

に落城させるという戦はして

でも今日は上杉︑明日は北条といったような離合集

折も︑高崎の和田城を攻めて

武士の数は︑多くても二万人位だったかと思われる︒

謙信の幕下にあった箕輪勢

いるが攻め落とすことなく引

散が各地で見られた︒

いない︒

上杉謙信を脛める訳ではな

賄ったであろうと思われる︒

し﹂ という遺訓を守って︑最後まで残った箕輪武
士団を率いて武田に降ることなく戦い︑箕輪城は落

前橋市下増田町にある増田氏が城主であった新土塚城址
（→17頁参照）
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黒芙具具禁具具現撮縞状

二万の武士が上野全土に散っていたこ
とになり︑三千〜七千規模の軍勢が動
けば︑在地の武士団はこれに従わざる
を得ない状況が生まれたと推察され
る︒

堅城を誇った太田金山城の由良氏
や︑箕輪城の長野氏は︑一時的には名
分を通して領地を守り得た︒しかし己
れの名分や名誉を守り︑或いはその他
の事情で戦わざるを得なかった場合に
は多くの悲劇が生まれている︒

二 各氏族の紹介

用下田氏 ︵箕郷町︶

箕郷町にある箕輪城は︑太田金山城と共に戦国期

みさとまち

天正六年の謙信の死後︑上杉氏は越
かつより
後へと去り︑天正十年には武田勝頼が
における上野武士団の二大拠点の一つであった︒西

も︑天正十九年には豊臣秀吉のために
を残し︑現在では公園として整備されている︒戦国

榛名山東南斜面に位置する平山城で︑大きな遺構

上州に覇をとなえた長野業政の祖父業尚の築城で︑

亡ぼされてしまう︒これに依って上野に関係のある
期における大手は︑城郭東部と推定されているが︑

てんもくぎん

天目山で織田信長のために亡ぶ︒一時
十五世紀後半に出来たものと伝えている︒

なりひさ

的に信長の将滝川一益が上野へ入る
が︑本能寺の変後これを迫った北条氏

武士達はそれぞれの主家が亡んだために︑土着せざ

今ではこの方面から二の丸跡まで舗装道路が出来て

旗本の直轄領に分ける︒長野や北条︑武田等の遺臣

徒歩で城跡を訪ねるのをおすすめしたい︒雑木林や

しかし箕輪城を訪れるのであれば︑南の方角から

おり︑車でも簡単に登れるようになった︒

の中で︑これらの藩に仕官した者も見られるが︑数

桑島を抜けて周囲を眺望しながら歩いていると︑本
丸跡まで二十分ほども要し︑城の規模の大きさが実
感として伝わってくる︒
歩くにつれて視界が高まり︑晴れた日であれば赤

る︒十郎左衛門と共にこの地の門弟の指導のために
下田邸に逗留し︑その折に築庭を指導したと伝えて
いる︒

堀部安兵衛は入り婿前の中山姓

る︒規模は縮少されたようであるが︑平家建て妻入

白壁の新しい塀が巡らされ︑案内板なども出来てい

今回訪ねてみると︑屋敷門は移築されていたが︑
の時に︑馬鹿の樋口十郎左衛門の

りの書院が残っており︑史跡として整備されていた︒

まにわ

処で剣術修行をしていたことがあ

と教えて貰ったのを覚えている︒

衛の築庭したものですよ﹂

﹁この度は︑赤穂義士の堀部安兵

夫人に庭を見せて頂き︑

下田家に居住しておられた中年の

いをして中に入れて頂いた︒当時

その屋敷門の宏大さに驚嘆し︑訪

が︑下田邸を訪れたことがあった︒

もう二十年も前のことと思う

整備されている︒

跡が現在町役場の隣りに公園風に

繁栄して代官等も務め︑その居宅

西明屋に土着する︒子孫はその後

にしあきや

が︑その子右馬丞青春が箕郷町

うまのじょう

主業盛に従って殉死するのである

なりもり

老四家城詰衆″として下田大勝太夫政勝がいた︒
大勝太夫は︑箕輪落城の際に城

しもだたいぜんだゆうまさかつ

を固めていた︒業政の子葉盛の時代になって武田信
玄のために落城するのであるが︑家臣団の中に 家

松井田等の諸城が︑長野業政應下として西上州の地

眼下の地には浜川館を始め和田︑倉賀野︑安中︑

城山や妙義山︑荒船等の山々も一望の下に見渡すこ
とが出来る︒榛名の峰々が高崎へ向かって駆け下り︑
その先には茫漠たる関東平野が広がっている︒

感ＷｕＭ国劇息

は限られ大半が土着した︒

関東に入った徳川家康は︑上野を幾つかの小藩と

るを得ない状況に追い込まれた︒

鬼石に土着した飯塚家（→27貫参照）

下田邸跡（箕郷町）

㍍擢鯉然璧懸想攫搬叫1
土着の姓氏を訪ねて／特集
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特集／土着の姓氏を訪ねて

と共に二百余を率いて奮戦し︑箕輪落城に際しては
城主業盛に殉死した︒

あわ

その子右馬丞善春が西明屋宇内出に土着し︑子孫
は十三代を数えている︒二代理左衛門は松原寺を開
基︑三代重兵衛は酒造業を始める︒七代理太夫から
は安房勝山藩酒井氏の代官となり︑飛び地の白川に
陣屋を構え近隣七ケ村を支配した︒
下田氏の代官居宅は書院造りとなっており︑県重
文にも指定されている︒同じ県重文の庭園は︑赤穂
浪士の堀部安兵衛の築庭と伝え︑名園の少ない群馬
においては貴重なものの一つである︒宏壮な構えの
屋敷門は現在伊香保温泉の﹁ベルツの湯﹂の庭に移
築されている︒

×

×

×

×

×

なお富士見村や榛東村の下田氏も︑大善太夫を祖
としている︒
︵家紋は掛鵜︶
×

先年亡くなられた司馬遼太郎氏に︑かつてお便り

畢生の名作との評があるが︑このシリーズの最後は

も愛読されている﹃街道を行く﹄ シリーズは︑氏の

永禄八年由良氏が上杉謙信に背いたために︑大胡
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下田氏は︑古くは伊豆の下田に
居住していたと思われ︑関東管領
の山内上杉氏に属し︑管領府が上
野の平井︵現藤岡市平井︶ へ移っ
たのにともない移住した︒
天文二十年平井城が小田原北条
氏に攻撃された際︑上杉憲政は長
尾景虎︵後に上杉の名跡と関東管
領職を受ける上杉謙信︶を頼って
越後春日山へ落ちた︒かつての股
賑を極めた管領府の面影は︑現在
も平井に城跡とその都呂の跡をわ
ずかに残している︒
北関東に威令を誇っていた上杉
憲政も︑すでに諸将の人心を失っ
て軍勢が集まらず︑その落城は陰
の長野氏のノ箕輪落城と一部を混同

惨を極めた︒口碑は後の永禄九年
してそれを伝えている︒
を差し上げたことがあったが︑その返信に︑
﹁箕輪には︑敗戦の前陸軍の演習用の庁舎があり︑
小生も昭和二十年早春︑しばらく泊まりしました︒
相馬ケ原演習場は︑小生にとってもなつかしいとこ
ろです﹂
というお便りを頂いたことがある︒
司馬氏は学徒出陣で出征し︑満州の地にあって戦

関東の地の農家であろうと思われる民家の構えの大

車隊の小隊長となる︒戦車隊は戦車一両で一ケ小隊

をなすのであるが︑大本営は敗戦の前に満州にあっ

きさや︑人気の良さについてその著者の中で言及し

新潟港へ上陸した司馬氏は︑戦車を駆って上越国

ておられた︒週刊朝日に連載して評判を呼び︑現在

境の三国峠を越え︑関東の地へとやってくる︒その

関東の道〃にしたいと生前に言っておられた︒
惜しくも急逝されるのであるが︑﹃三浦半島記﹄
の鎌倉武士団のように︑あるいは上野の戦国の諸相

ま い き

ている︒伊勢守は太田金山城の由良成繁に従って大

田姓がある︒遠祖は藤原姓の増田伊勢守繁俊と伝え

千代田町の舞木︑赤岩を中心として三十敷戸の増

している︒

箕輪の地へ駐屯し︑相馬ケ原演習場において訓練

しんどづかじょう

が取り上げられたかと考えると残念の極みである︒

しもますだ

城主を増田繁政とし︑太田金山の由良氏應下として

城を謙信に追われた城代増田繁政は同一人または父

胡城代を務め︑後に新田郡の長岡城主となった︒

大胡城代も務めたという︒また小学館の ﹃関東の城﹄

条氏に臣従する︒

ねた後︑増田伊勢守は由良成繁麿下として小田原北

杉・武田・北条の争奪戦の中にあり︑離合集散を重

関東管領上杉憲政が越後へ退いた後の上野は︑上

土壌︶ に居城している︒

胡城の南の要としての新土壌城 ︵前橋市下増田町新

親ででもあろうか︒一族と思われる増田繁知は︑大

伊勢守繁俊が小田原落城後赤岩に土着したのを祖と

邑楽郡千代田町の増田氏は︑北条氏に仕えた増田

姓が起こったかと想像してみるのも楽しい︒

た︒即断は出来ないが︑この地に居住したため増田

橋の上増田と分村する前は︑増田の一村をなしてい

同一人か又は一族と思われるが︑下増田は同じ前

では増田繁知を新土壌城主としている︒

る︒新人物往来社の ﹃戦国大名事典﹄ によれば︑

前橋の下増田に新土壌城という小さか城跡があ

をし︑その後栃木の佐野で終戦を迎えるのであるが︑

べておられる︒

折に関東平野を望んだ思いを著書の中で感慨深く述

き揚げる︒

た虎の子の戦車軍団を︑本土防衛のために内地に引

若田原︵現高崎市若田町一帯︶の決戦に︑白川満勝

正勝の名を挙げている︒大善太夫は︑武田信玄との

依れば︑家老四家城詰衆の一人として下田大善太夫

永禄元年正月の﹁上野国箕輪城軍評定着到帳﹂に

中心に四十数軒を数え︑近世も名主や代官等を務め
ている︒

の鷹下へ入った︒下田姓は群馬郡箕郷町の西明屋を

下田氏はこれを契機として︑西上野の雄長野業政

下田邸代官屋敷門

天正十八年北条氏
が豊臣秀吉によって
敗れると︑伊勢守は
郷士となって赤岩の
地に土着した︒本家

㈱町田氏︵玉村町︶

衛門が赤岩安楽寺を

あったが︑五代新右

住宅等の個人向けの住宅建築が盛んにおこなわれ︑

という地の利を生かして︑近年発展が著しい︒分譲

玉村町は高崎︑前橋︑伊勢崎等の主要都市に近い

たまむらまち

開基して菩提寺とし

人口も急激に増加した︒県立女子大学も誘致され︑

の菩提寺は長岡寺で

た︒

観音堂を建立して増

た折は︑赤岩熊野に

疫病で村民が困窮し

うに思われる︒しかし︑宿駅の部分を除いて近年ま

館跡等も残っていて古くから開けていた土地柄のよ

宮を勧請して創建したと伝える玉村八幡宮があり︑

として置かれるのであるが︑それ以前にも鶴岡八幡

玉村宿は江戸時代になって日光例幣使街道の宿駅

立派な文化センターも出来ている︒

田家の守りとし︑ま

正保二年に干魅や

た村民もこれを信仰

では純然たる農村地帯であった︒
と南玉に分布している︒南玉の町田家は︑利根川の

なんぎょく

戦国末に土着した氏族に町田氏があり︑主に斉田

さいだ

したため疫病はおさ
まったと伝えてい
る︒

岸辺を北に背負って各戸が豪壮な邸宅を構えてい
る︒十数年前になると思うが︑何かの用事で近くを
通り︑その屋敷の構えと築山の見事さに驚嘆した覚
えがある︒
それが本家の一戸だけではなく︑それぞれの五︑
六戸の家が同様な見事な邸宅を構えている︒古き良
き時代の日本の農村を見る思いがあった︒今回その
様子を写真に取ろうと再訪したのであるが︑近所に

なった︒玉村の近くの前橋の駒形にも︑著名な造

下増田で各戸がそれぞれ屋敷を構

後述する北爪氏なども︑前橋の

おり︑現当主の孝五郎氏は桐生信用金庫に勤めて
おられ︑酒屋は孝五郎氏の奥さんが切り盛りして

い求めた︒町田家は三代続けて孝五郎を襲名して

り酒屋が三軒も軒を並べている︒
地酒党の筆者としては早速﹁太平人﹂一本を買

えており︑このように同等の規模

の町田姓がある︒箕輪城主長野業政の家臣団の中に

玉村町には︑大字帝王と斉田を主に︑七十敷戸

おられた︒

宅でやったものである︒
群馬は水が良いためか造り酒屋が多く見られる︒

三十二畳敷の大広間となり︑昔は結婚式なども自

多く見られた︒襖や板戸を取り払うと二十八畳や

る︒今では大分少なくなってしまったが︑昔の赤
城型民家などの養蚕農家では︑田の字型の家が数

りを現在も居宅の一部に残してい

販売している町田孝五郎家は︑明
治に築造した田の字型の農家間取

下新田で銘酒﹁太平人﹂を醸造︑

しもしんでん

ないなどと思えてくる︒

日本人の中にはあったのかも知れ

シーというものが四百年の昔から

のであるが︑心情的にはデモクラ

の概念はフランス革命で成立する

も多く見られる︒
これらを見ると︑デモクラシー

どではないにしても群馬では外に

で分家を重ねた氏族が︑町田氏ほ

なかった︒

を傭撤した写真は取ることが出来

今風の新築住宅が建ち並び︑全体

範
㌫
ド
﹁
・
・

︵家紋は丸に蔦︶

つた

郎の知行所の名主職を継いだ︒田山花袋が文筆生活
を送りながら逗留した﹁新田屋﹂も同族である︒な
さんがにち
お正月三箇日は︑そばを食する そば家例〃である︒

弘化元年生まれの市八は︑慶応二年旗本松前八太

増田氏が城代として居城した大胡城址

以前は灘や伏見の酒を求めたものだが︑ここ十年
ほどは地酒が品質を上げたのか旨いと思うように

銘酒「太平人」を醸造販売している町田孝五郎家
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町田家・南玉のたたずまい

土着の姓氏を訪ねて／特集
懸照懸
盟史璧盤懸想懸鯉と＋特集／土着の姓氏を訪ねて

蔵奉行武具方として町田兵庫の名が見え
る︒▼

永禄九年箕輪落城後浪人するが︑箕輪城
へ入った武田方の内藤昌豊が在郷の一騎衆
を召し抱えた二百五十騎の中に見えるの
で︑再仕官したと思われる︒
武田氏は勝頼の代になって長篠の戦い︑
天目山の戦いに敗れて亡び去る︒仕えてい

斉田には︑二重堀と土居などの一部が残っている
が︑萩原進編﹃上州の苗字と家紋﹄では︑中世の土

1 ． ニ ︳ ° ° °

う す い

か ら す

1 ． ． ． 1 ． ． ． ． ． 1 ． ． 1 ． ． ． ． ． ． ′ ． ． ． ． ． Ｉ ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．

ヽ

︵家紋は丸に立ち沢潟︶

おもだか

豪の環濠屋敷を引継ぎ居住したと推定している︒

° ° ° ° ° ° ° ° ． ． ． 1 ° ︐ ° ° ° ° ° ° °

伸広瀬氏 告同崎市︶

ま ち や

南玉の町田内膳系は同族であり︑南玉から出た下

える︒

代右近以下勘右衛門︑権右衛門等の名が見

る也〟と宝暦年頃に記している︒他に三

斉田の町田住大家に所蔵される系譜に
は︑兵庫・勘解由父子は〝箕輪にて生まれ

しているが︑今回その著書により多くの御教示を得

の広瀬太郎氏がおられる︒
氏は祖先の足跡を訪ねて﹃贋瀬氏の系譜﹄を著わ

出た広瀬氏に︑文具等を扱っているアサヒ商会会長

国末期に土着した氏族に︑広瀬氏がある︒藤塚から

川にはさまれた逆三角州になっている︒この地に戦

高崎市の下大島︑町屋︑藤塚の辺りは碓氷川と烏

新田の孝五郎家は︑玉村が宿場として整備されるに

た︒江戸後期の儒学者に九州から出た広瀬淡窓︑旭
荘の兄弟がいる︒詳しいことは後述するが︑これは

江戸後期には四郎右衛門が名主を務め︑また銘酒

広瀬氏の祖先の広瀬郷左衛門の弟に広瀬将監がい

しょうげん

明治十年築造の家屋は町家造りではなく︑広い土

た︒将監は武田氏の滅亡後武士を捨て泉州の堺へ出
ひた

間を持つ田の字型をとっており︑農家間取りと惑っ

て商人となる︒後に九州へ渡り豊後日田の広瀬家と

思われ︑日本の豊かな農村の一典型がしのばれる︒

大にされた︒高崎公園近くの閑静な地に住まわれ︑

の弟の将藍がどのような経緯で商人となったのか今

兄の郷左衛門は豪勇の士として聞こえており︑そ

なった︒

は知る由もないが︑何か時代の息吹が感じられるよ

悠々自適の生活をされているが︑現在子息に経営を
まかせている問屋町の会社にも︑時折顔を出される

ってとてもいいお顔をしておられた︒後に訪ねる飯

太郎氏の写真を取らせていただいたが︑老境に入

ようである︒

氏は山梨県石和の笛吹川と平等川に挟まれた三角州
の広瀬という地を︑苗字発祥の地としているか

塚馨氏もそうであり︑後述する北爪守雄氏なども同

ぴ ょ う ど う

地名苗字というのは日本において非常に多く︑群

様なおだやかな風貌をしていたのを覚えている︒

ふ え ふ き

馬に関係のある新田氏の場合なども︑その居住した

これらの人達も時代をさかのぼって戦国の制約の
中に入れば︑おそらく祖先の人達と同様に勇猛果敢

の松平氏に入り婿する︒このため徳川

九の敵の首級を挙げており︑北爪氏では北爪右馬助

広瀬氏の祖の広瀬郷左衛門は四十六歳にして五十

に戦わざるを得なかったかと想像をしてみる︒

︵尾島町︶ から松平家康が祖を新田氏

が上野各地及び下野から遠く奥羽の地において︑く
びかず三十九此内いけどり一つと﹃岩手県南部文書﹄

ある︒
三代将軍家光は日光東照宮を大規模

している︒

戦場で首を取った状況を︑請人を付し詳細に書き出

右馬助は ﹁軍功書出︑紙数七枚﹂ として様々な
していた東照宮を尾島町の世良田に移

て︑その川に挟まれた三角州の様子が

広瀬太郎氏は山梨の故地を訪ねられ

被下候︑此御ほうびとして御蔵米百石被下侯﹂とか︑

︵手負︶申処︑やかた ︵館︶様御意おもって御引取

ひ一ツとり申︑拙者もしかい ︵死骸︶ 同前のておい

﹁御はなさき︵鼻先︶御がんせん ︵眼前︶ にゐてく

高崎の下大島︑町屋等の地に似ている

﹁此外八つは御かんてう︵感状︶御座候︑此内二つ

北条能登存候事﹂

かいとうせんのておい申候間︑くひは捨申侯︑請人

﹁とはりきは ︵戸張際︶ にて一人うち申侯へ共︑し

貞後母君が営んでいた文具店を今日の

太郎氏は早くに父君を亡くされ︑復

縁についても言及されている︒

という感慨を述べられ︑その奇しき因

田東照宮である︒

築した︒これが長楽寺境内にある世良

せ ら だ

に造営した折に︑父秀忠がすでに築造

の中で記している︒

とし︑徳川家康としたのは有名な話で

新田義李が徳川を称し︑この一族の一人が諸国を
遍歴して三河国松平郷に立ち寄り︑徳川家康の祖先

枚挙にいとまがない︒

地名を取って︑新田︑山名︑里見︑徳川︑脇屋等︑

い さ わ

うな話である︒
広瀬という苗字は各地に見られるが︑高崎の広瀬

おり︑土着後長年に亙って家を経営してきた才覚が

南玉の町田家は︑各戸が堂々たる家屋敷を構えて

ている︒また孝五郎は昭和初期に県会議員を務めた︒

﹁太平人﹂ の醸造元にもなった︒

広瀬氏の祖先から分かれた同族と伝えている︒

ともない発展した︒

したと思われる︒

た内藤昌豊は長篠において戦死するが︑玉
村へは町田兵庫か︑或いはその子孫が土着

町田孝五郎氏夫人

黒ガ懸スえ懸え懸品描甥
土着の姓氏を訪ねて／特集
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いる︒

様御かんてうに候﹂などと記して

う︑六つはあわのかミ︵北条氏邦︶

はやかた ︵北条氏直︶様御かんて

齢にもかかわらず奮戦する㍉また後の豊臣秀吉の小

井伊直政に属し︑小牧長久手の戦では六十四歳働老

徳川家康が甲斐を領有した︒郷左衛門は再仕官して

仕え活躍する︒武田氏が勝頼の死に依って亡びると︑

すさまじいまでの殺人者というこ

いており︑この広瀬家から前田家の加賀海に仕官し

井伊家の彦根藩に仕えた広瀬氏は中老となって続

田原攻めにも家康軍の中にあった︒

とで︑憤然たる思いもあるが︑戦

た者の中に︑百石から四百五十石腎の武士の名が

平和な時代になって顧みれば︑

の庭においては討つか討たせるか

多く見えている︒
広瀬郷左衛門は武田の武将板類駿河守信形の一族

が〝さむらい″の本意でもあり︑
敗れ去って首を掻かれた武者達も

と伝えへ広瀬というのは現在の東八代郡石和町の笛

に求められるようである︒甲斐武

る下大島︑町屋︑藤塚等の広瀬氏

るが︑源流は十代近くも続いてい

高崎には八十数軒の広瀬姓があ

伝説も残っている︒武田勝頼が織田・徳川連合軍と

広瀬氏には〝三名の落武者が帰ってきた″という

われた新羅三郎源義光を視とする武田氏から別れた
甲斐源氏の一流である︒

れが首字発祥の地となった︒板垣氏は笠の名手とい

以て瞑すべＬであろうか︒

田家に仕えた広瀬郷左衛門景房を

一戦を交えた長篠の戦いには︑当時武田の領地とな
っていた西上野からも多くの将兵が出陣した︒戦に

吹川と平等川にはさまれた三角州一帯の地名で︑そ

祖先と伝え︑その一族が武田の遺臣となって土着し
た︒

しんら

江戸も末期になって九州の豊後に︑著名な学者広

敗れ知行地へ戻ってきた広瀬一族の三名が︑下大島︑
町屋︑藤塚へそれぞれ土着したと思われる︒

瀬淡窓とその弟旭荘が出た︒この九州の広瀬家は︑
郷左衛門の弟広瀬将監から出ている︒将監は︑武田

山県昌黄の同心に︑辻弥兵衛という者がいた︒十
度に及ぶ戦に出て侍大将首五級を挙げた豪の者であ
る︒辻弥兵衛が︑

氏の滅亡後武士を捨て︑自由都市だった堺に出る︒
その後豊後の日田に居を定め︑博多屋という店を

﹁広瀬郷左衛門の得た首は端武者首が多いが︑拙者

のが淡窓と旭荘であった︒

人に︑老齢となった広瀬郷左衛門の名が見える︒

の取った首はすべて鉄渠首だ﹂
と或る時自慢した︒広瀬郷左衛門は︑すでに五十九

持って九州諸藩の御用達となった︒その家から出た
広瀬郷左衛門は︑武田氏の同心として山県昌貴に

級の首を得ていた︒

平弾正大粥の家臣となって矢田陣屋納戸役を務め

だんじょうだいひつ

下大島の当主書二氏の曽祖父和太郎は︑吉井藩松

お前がわしに勝つなら手柄にもなろうが︑わしがお

﹁お前はまだ二十九歳だが︑わしはもう四十六歳だ︒
前のような若造に勝つても自慢にはならぬわい﹂
と笑って相手にしなかったという︒これは何時の時

た︒同家は代々名主も務めている︒高崎の映画館の
組合長として高崎電気館も経営した保治氏は︑下大
島の広瀬氏から出た︒

代にも見られる世代間の相克を示す一つのエピソー

町屋の広瀬氏にはヒロパックス ︵株︶を経営する
彪夫氏がいる︒

ドでもあろう︒
甲州流兵学を集大成した小幡勘兵衛は︑武田の将

︵家紋は丸に蔦及び丸に横木瓜︶

きた︒岩楷城は吾妻太郎の後商と称する斉藤氏が居

につき︑昌幸と次子幸村が大坂方となって︑膚州上

この時真田家は二つに分かれ︑長子信之は徳川家

のために関ケ原へと向けて進発する︒

にあった徳川家康は︑この知らせを受けて三成打倒

中︑石田三成が反徳川の狼煙を上げる︒下野の小山

った︒徳川家康が会津の上杉景勝を討つために北上

この沼田に居城したのが真田昌幸の長子信之であ

もっこ三ノ

小幡山城守虎盛の孫であるが︑甲州軍学を知るべく
古い武田の遺臣を求めて教えを乞うた︒その中の一

あおやぎ

㈲青柳氏︵中之条町︶

なかのじょうまち

中之条町の青柳氏は︑信濃の青柳郷を苗字発祥の
地としており︑武田氏に従って吾妻方面へ進出して
城していたが︑武田方に同心した鎌原︑折田︑湯本

いわぴつじょう

等の〝吾妻郡一揆衆〃によって亡ぼされてしまう︒

同族を二つに分けて家名を残そうとす轟のやあ晶

田城において徳川秀忠の軍を迎え討つ︒
が︑これらの例は日本の歴史においてそ会儀にも轟

その後岩根城はこれら一揆衆の在番する城になる
が︑武田勝頼によって青柳半治郎重郷が目付として

く見られる︒
群馬の青柳姓は︑中之条町以外に箕郷町にもある︒

派遣される︒二代重村は新しく城主となった真田氏
に仕えるのであるが︑真田氏は岩横を本拠として遠
く沼田城も押さえる︒

2
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箕郷の青柳氏は︑前橋市北
部の青柳に居住していたた
め︑青柳を称したと思われ︑
後に箕輪城の長野業政に属

寛永十七年に没した三代重治は︑次男利左衛門を

長野氏家臣録の中の﹁拾

五代源右衛門︵元禄五年没︶が承永二年に伊勢町

万治三年二六六〇年︶ に没した四代重隆が︑岩
檀城破却後に郷士となって土着し庄屋役となる︒

中之条︑三男太兵衛を伊勢町字字妾︑四男半重郎を
同上ノ町︑五男六右衛門を同下ノ町︑六男茂兵衛を
向ヶ丘にそれぞれ分家し︑その地歩を固めた︒

二家客分大身小身知行地方

した︒

持衆﹂の中に︑勢多郡青柳
村三ツ子沢砦住として青柳
ま ぷ ぜ き

の町割を施行︑庄屋屋敬は中宿に三反余︑一族の屋
敷総面積は一町六反余に及び︑伊勢町の草分けとな
った︒

金王丸患家の名が見えてい
中之条町の青柳姓は前述
の賀右衛門と共に沼田藩に訴えたため︑入牢のうえ

を完成させる︒なお農民の疲弊を救おうとして︑子

源右衛門は︑明暦の頃に農業用水としての間歩堰

したようにこれとは別系
財産を没収されるというような義勇の人でもあっ

る︒

で︑祖先は信濃国青柳郷を
歴代当主の多くは源右衛門を襲名するが︑同家の

た︒

る︒中之条町に青柳姓は︑
竹治郎は中之条町の町長や県会議月を務め︑また実

知行した土豪と伝えてい
伊勢町を中心に三十戸近く
業界でも活躍した︒

たのかも知れない︒土佐出身の政治家であった薇垣
退助は︑明治維新の折に甲州へ入り︑祖先は甲斐の

代として跡を継いだ弥次郎信憲は︑天文二十一年所
行不屈の故を以て信玄に押し籠めにされ殺される︒
この間の事情が︑三男所左衛門を上野に向かわせ

原において︑村上義清と戦い激戦の末に討ち死にす
る︒この戦は武田方の大敗に終わった︒信濃諏訪城

の末信濃から下植木村へとやってくる︒
父の駿河守は天文十七年︵一五四八年︶ 信濃上田

︵家紋は丸に木瓜︶

もっこう

がある︒
伊勢町中宿の青柳正倫家

は︑先祖が武田信玄に属し︑
天正二年にその子勝頼の命
で岩檀城に目付として派遣された青柳半治郎を初代
としている︒半治郎は︑この地に来て地侍狩野志摩
守の娘を要った︒
二代重村は︑岩檀城主真田氏に家臣として仕え︑
天正十八年伊勢町古城に勢力を伸ばしていた小田原

かきあげはら

北条勢を破るのに功があった︒

いたがき

伊勢崎市の北部に三和の書上原がある︒この地を

開拓したのが板垣氏であった︒

板垣の一族の中で或いはこの折に土佐まで落ちた
者がいたのかも知れない︒なお甲斐の板垣氏は︑永

板垣だと言って乾姓を旧姓の板垣に改めた︒

禄元年二五五八年︶に於曽家から信安が入って再

原の戦いにおいて討ち死にする
が︑その三男が伊勢崎へ土着し
板垣氏は︑その後分家を重ね

た︒
郷学なども起こし︑明治になっ

て機嫌を取り結んだり︑地元の人々の便宜を計った
りした︒知行地でも無ければ面識も無かった地へや

興されている︒
板垣所左衛門の一行は伊勢崎の地へやって来る
はやしくるわ
と︑林郭にいた由良の臣林伊賀守に娘を差し出し
発展に多大の寄与をした︒それ

って来た苦肉の策と言えるかも知れない︒

てからは同じ下植木に土着して
いた下城氏等と共に︑伊勢崎の
らは江戸期以来家業に励み︑多

江戸期に入ってからは村役人を出し︑天明六年
︵一七八六年︶には喜太夫が書上原の開拓を行なう︒
文化八年二八二年︶になると︑彦七が下植木村
の名主を務め︑源八と共に下植木の郷学正造堂設立

くの富を蓄積していたことを示

伊勢崎市には︑下植木と東本

発起人となった︒源八は後に正造堂頭取になってい
常活寺にある元治元年の石橋供養塔の台石に︑役

している︒

町を中心として百二十戸ほどの

る︒

仕えた武将板垣駿河守信形の三

人として板垣林右衛門︑世話人として板垣要左衛門︑

一．

板垣姓が見られる︒武田信玄に
男所左衛門が︑天文末期に流亡
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青柳氏が目付として在城していた岩惰城址遠望

板垣氏の祖は︑武田信玄磨下の勇将板垣駿河守信
形と伝えている︒駿河守は上田

板垣氏が開拓した三和町書上原の現状
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彦七︑彦右衛門の名

三年にはプールを伊勢崎町に寄付し︑その後昭和五
十二年には市議会議長になった︒

︵鬼石町︶

おにしまち

鬼石町は︑群馬と埼玉
かんな

周囲の山容が眼前に迫ってきて︑すでに深山の趣が
である︒大きな駐車場の回りにも桜が咲いている︒

あった︒昨年の十二月の末だったので桜は丁度満開
満開といっても︑四月に咲く染井吉野のような霞
や雲を思わせる花勢ではない︒寒風の中に花を付け
る梅のような感じの楚々とした花がピンクに染まっ
ている︒冬の最中にも花見の出来る強気さが︑評判

桜が有名である︒近年県

から一月にかけて咲く冬

いの町であるが︑十二月

近くにあるというので私は事で登ってきていたの

地としていた︒その飯塚氏の総本家が︑この桜山の

る︒飯塚家の祖先は戦国期︑この三波川一帯を知行

この桜山は三波川地区のほぼ中央に位置してい

を呼んでいるのであろう︒

立の 桜山森林公園〃と

がいいのだが︑ここまで来てしまったのでは引き返

﹁飯塚さんの家へは︑下の三波川沿いの道を行くの

だ︒近くの民家に飯塚家の所在を訪ねた︒

げ物店︑駐車場なども出

すのも大変だから︑峠を越えて行きなさい﹂
植樹したのが鬼石町三波

た︒二つほど峠を登り下りする︒途中に民家がぽつ

車一台がようやく通れるような山中への道へ入っ

ということで道を教えてもらう︒
川の飯塚家である︒鬼石

山を下って下の道路に車の走る音が聞こえ始めた

んぽつんと建っている︒産業の基盤が確りとしてあ

頃︑右側に大本家の飯塚家が見えてきた︒冬の日の

の街区から三波川沿いに
並みが迫ってきた︒川沿

落ちるのは早い︒御主人の馨氏の許しを得て︑早速

り 住めば都〃ということでもあろう︒・
いの道路を車でしばらく

居宅の写真を撮影する︒廻り道をしたせいで午後四
﹁写真が良く取れますかね﹂

時近くになっていた︒

走ると︑右側に桜山への

登り詰めて頂上へ出た︒

曲がりくねった急坂を

案内が出ている︒

入ると︑直ぐに急峻な山

さんば

この冬桜を明治初期に

来ている︒

上附近には休憩所やみや

して整備され︑桜山の頂

の山峡に開けた神流川沿

ごほんぽねおうぎ

が見える︒また伊勢
︵家紋は丸に五本骨扇︶

板垣氏寄進の玉垣・伊勢崎神社

崎神社にある慶応二
年の手洗石奉納の際
には︑板垣弥助兼信

これらのことは︑士風を残していたであろう板垣
氏から江戸時代になって伊勢崎藩士に召し出された
者がいたことを示している︒

垣直吉が御屋敷を出て新町に移転し︑同弥助は下植
木村に居住している︒

が携わった︒
明治四年︵一八七一年︶ になると︑伊勢崎藩士板

板垣氏寄進の狛犬・伊勢崎神社

源四郎は昭和十五年から二十一年にかけて初代の
伊勢崎市長を務め︑栄作は昭和十一年に図書館︑十

聞飯場氏

飯塚氏の総本家・馨氏の邸宅
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と馨氏が心配してくれる︒
一目で由緒があると分か

馨氏に︑各種資料で調べた飯塚氏に関する紹介の
原稿をお見せした︒
﹁だいたい︑このようなことだと思いますが︑中に
は私の知らないこともある﹂

る豪壮な構えの民家であ
る︒今ではあまり見られな

馨氏の写真を取らせていただいて帰途についた︒

というお話であった︒

のまま残している︒屋敷へ

山を少し下ると集落が開け︑道路脇に小学校もあっ

くなった茅葺きの屋根をそ
入る正面に土蔵があり︑左

た︒三波川沿いに立派か舗装道路も通っている︒

この長屋は︑江戸時代か

帯を開いてきた労苦や事跡がしのばれ︑頭の下がる

間の地であったと思うと︑四百年に亙って三渡川一

飯塚氏の祖先が土着した頃は︑おそらく未開の山

へ折れて長屋付きの屋敷門

ら昭和二十一年まで三波川

思いであった︒

になっている︒

村の役所や村役場として使

また去って行ったことと思

から歩いてはやってきて︑

のことで︑人々は村の遠近

伝えている︒和泉守は戦国期に国衆長井氏の被官と

地武士で︑大本家の飯塚馨家は先祖を飯塚和泉守と

町三波川に集中している︒古くからこの地にいた在

鬼石町に飯塚姓は六十戸ばかりあるが︑大半は同

われていた︒車のない時代

われ︑平和な山村の悌がし

なっていた︒
永禄九年七月には︑和泉守は長井政実より

のばれるようであった︒
飯塚家の古文書の中に︑江戸期におけるキリシタ

北谷 郷内などの知行地を安堵されている︒以後天
正九年まで長井氏の應下にあり︑和泉守の外に弾正

寛文六年︵一六六六年︶ の検地により︑家抱えの

正十九年︵一五九一年︶ の小田原北条氏の滅亡まで

長野氏が勢威を誇っていた箕輪城の落城から︑天

8浦野氏︵⁝至一

条氏の直轄領となる︒天正十四年頃氏邦は北谷郷の
検地を行なうが︑飯塚和泉守は屋敷などを名主免

勝頼が天正十年天目山で亡ぶと北条氏邦が箕輪へ入
城した︒北谷郷は箕輪領に組み入れられ︑小田原北

忠︑六左衛門尉等の名が見られる︒
当時長井氏共ども武田氏の魔下にあったが︑武田

きたたにのごうない

ン取り締まりに関する文書があるとのことで︑群馬
では沼田等にも隠れキリシタンがおり︑全国的にみ
ても多いということを知った︒明治となってキリシ
タン禁教が解かれた折︑東京や京都などの大都市に
次いで︑群馬にキリスト教信者が多く出たという記
事を目にしたことがあったが︑それは新し物好きや
進取の気性といった県民性もあろうが︑このような
土壌のためかとも思える︒

︵名主として税を免除されるこ・と︶とされている︒
伝承では兄弟三人が旧知行地である北谷郷三波川
に来て長男が琴辻に︑次男が平滑に︑三男が妹ケ谷
にそれぞれ土着したと伝えている︒江戸期には三波
川村の名主を世襲し︑その前期には多くの家抱えに

自立が進み︑徐々に小農的な経営となった︒幕末か

の三十年近くの間は︑上野の各氏族は変転極まりな

依る大規模な農業経営も行なっている︒

ら明治にかけて与一郎は名主︑戸長を務め寺子屋も

その子志賀は三波川村長︑郡会議月︑県会議員な

跡近くの小山にある手中丸城を要害城とし大戸城を

吾妻の大戸を本拠にしていた浦野氏は︑大戸関所

おおど

どを歴任し︑明治十一年には冬桜を植樹している︒

平城としていた︒浦野︵大戸︶ 中務少輔は上杉謙

あがつま

い情勢の中に身を置いた︒

その養子清華二波川村長を務め︑植林や茶の栽培な

信が上野へ進出しはじめた頃は︑箕輪衆の中に名を

しが

営んだ︒

どの農林業を育成し︑その子馨氏は三波川村長︑鬼

連ねているが永禄六年には武田信玄に味方してい
る︒大きな勢力の狭間にあった氏族の苦衷の判断で

下で働いている︒浦野味は信濃の小県郡浦野にあっ

り︑弟の新八郎は永禄六年には信濃にあって信玄の

てこまるじょう

石町長を歴任した︒
琴辻にある墓地には永正四年︵一五〇七年︶ の石

あろうかと思われる︒
浦野氏は︑信州の海野氏が進出してきたものであ

おびただしい数の古文書を所蔵しており︑江戸幕

なかつかさしょうゆう

塔など室町から戦国へかけての古い石塔が数多く現

府の厳しい取り締まりを示す﹃切支丹類族帳﹄は︑

て浦野姓を称し︑大戸に至っては大戸氏も称してい

存する︒

特に史料価値が高い︒各地域の飯塚氏は日向の飯塚

る︒

苗字とする日本人の一典型が見られる︒

野にあって海野姓を称したものであり︑居住の地を

浦野氏の祖の海野氏は︑滋野氏から出て信濃の海

ちいさがた

が神道家︑大内平の飯塚が大善匠︑下妹ケ谷の飯塚
が左京大夫等︑古くからの地位や役割を示す呼称を
残している︒
う上ソわ

︵家紋は軍配団扇︶

武田勝頼の滅亡後︑小田原北条氏が上野へ侵攻し
てくるのであるが︑浦野中務少輔の次子村信は逃れ
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町の青柳氏などと同じく︑

原の地は前に述べた中之条

いだのが大戸︵浦野︶中静少輔である︒ヰ務少輔は

大戸に屋敷を構えていたことが分かるが︑これを継

十六世紀の始めに︑すでに浦野三河守が吾妻町の

している︒

吾妻へ進出してきた折に武

其楽斎とも称し︑永禄四年には箕輪城主長野氏應下

て長野原へ土着する︒長野

田勢として勢力下に置いた

ｈ

箕輪への攻勢︑焼打ちを賞せられている︒この間信

はねおしゅりのすけ

地でもあり︑その緑があっ

として︑同族の羽尾修理亮と共に上杉謙信に従った︒
浦野中務少輔は︑永禄六年には武田信玄に味方し︑

土着した場合︑知行地な

たかと思われる︒
どで農業を営む場合が多い

松井田町の北部尾根上にある松井田城は︑安中城

ま つ い だ ま ち

濃にあった弟の新八郎は永禄五年の信玄の西毛攻撃
に従い︑同族の三河守は同六年の真田幸隆に依る吾

のであるが︑長野原は山間
にあったためか村信は京都
へ上り︑聖護院宮より大乗
院を賜り修験者となる︒下
って子孫が草津にある白根
神社の洞掌等になるのであ
るが︑由緒ある出自が幸い
したかと思える︒

浦野氏は︑滋野姓海野氏流の一族の武士団で︑信
濃国小県郡浦野を本拠として吾妻郡を中心に上野西
部に進出した︒遠祖は遠く貞秀親王を通して清和天
皇まで求められる︒
永正六年連歌師宗長は︑高崎浜川の松田加賀守邸
から草津へ至る途中で︑
﹁大戸というところ︑海野︵浦野︶三河守宿所にて
一泊し︑九月十二日草津へつきぬ︒同行あまたあり
Ｌとて︑馬人数おはく懇切の送りとも成へし﹂と記

妻の岩根城斎藤氏攻めに従っている︒
戦国の諸相は︑上野の北西部において特にはなは
だしく︑離合集散及び同族相食むの様相を呈してい
た︒これらのことは︑この地方の戦記に詳しく記さ
れている︒
浦野氏の居城は︑大戸城及び大戸にあった手子丸
城であるが︑中務少輔の長子は吾妻町三島の根小屋

田氏滅亡の時に︑長子も上野に侵攻して来た小田原

天正になって七年に中務少輔は戦死︒同十年の武

正十年武田氏が滅亡すると︑小田原北条氏の支配下

る︒その後安中氏を討った武田氏の手に入るが︑天

の時代に︑中仙道の要の地に小城を築いたと思われ

と連係して長野氏時代には安中氏が守っていた︒こ

北条氏直の軍を防戦︑討ち死にする︒次子村信は︑

となった︒

林村には天正三年に勘場木から移住した大乗院秀

連郭式に諸郭を並べた雄大な山城が完成する︒

線に本丸を中心にして︑八百メートル近くに亙って

の諸士を動貞して本格的な築城をする︒尾根上の一

北条氏の重臣大導寺駿河守政繁が居城し︑西上野

本がいたが︑子が無いために村信が跡を継いだ︒秀

豊臣秀吉の小田原攻めの折に松井田勢は︑この城

村億より十四代目の義端の時に明治維新となり︑

し︑東山道軍の先陣として味方であった関東の諸城

闘する︒大導寺政繁は家臣の助命と引き替えに降伏

で半月ほどに亙って秀吉の東山道草を相手に勇戦奮

農籍に編入︑浦野膚と改名する︒明治九年白根神社

の攻略へ向かう︒
知るべくもないが︑小田原落城後︑秀吉の命令で北

やす

条氏政等と共に切腹して果てた︒氏政の子の五代氏

政繁の心中に如何なる成算があったのか今日では
現当主の真一氏で十九代目を数え︑村信の墓は御

かに削られた外は︑その遺構のほとんどをそのまま

松井田城は︑国道一七号線のバイパスに南をわず

直は︑助命と引き替えに高野山へ追放されている︒
みつどもえ

︵家紋は三つ巴︶

塚と呼ばれて一族に守られている︒高崎市や安中市︑
る同族である︒

吾妻町等にも浦野姓が見られるが︑祖先を同じくす

長野原町長を二期務めている︒

桐掌となって西吾妻十四ケ村を嗣掌した︒嫡男安は

内守の支配となって六町歩を除地とされた︒

真田家改易に依り一八三石を没収されるか︑酒井河

存︑明現などの代を経て明信の代の天和元年に沼田

かんばぎ

孫が林の浦野英彦家を始めとして十数戸ある︒

長野原町林に逃れて土着した︒長野原には︑その子

城主になったようである︒

浦野氏の本拠・大戸手子丸城址を望む。中央の山上に城があった
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は

天正十八年豊臣秀吉の大号令に依って︑北条氏の
居城小田原攻めが開始される︒前田利家︑利長率い
る東山通軍の大軍が同年三月松井田城を取り囲ん
だ︒大導専政繁の指揮の下に松井田勢は善戦し︑長
期の防戦に耐えるが︑同年四月政繁は麿下の将士の
助命と引き替えに降伏する︒
浪人となった小板橋の諸氏は︑それぞれ松井田の
旧地︑或いは新地へと土着した︒前田勢との戦いで

和十二年からは県会議員を三期務めている︒

の又治は第六代及び合併後の第二代町長となり︑昭

戦死した雅楽守は小日向長龍寺へ︑下総守は新堀の

補陀寺︑若狭守は下増田十王堂︑帯刀は小日向長龍

︵家紋は中輪に五三桐︶

寺へ葬られ︑それぞれの子孫がその地及び近在に続
いている︒
新堀の助四郎は第二代松井田町長を務め︑松井田

㈹北爪氏 ︵宮城村︶

宮城村は︑赤城山の南面に関東平野を見下ろすよ

道の脇の斜面にある四︑五戸の宿の小さな温泉場で

ことがあった︒赤城山の小沼方面へ向かう南面登山

もう大分前のことになるが︑湯之沢温泉を訪ねた

泉と合わせ赤城温泉郷を称している︒

うにして広がっている︒北側には赤城が雄大な姿で

ある︒かつて秩父宮もこの温泉を訪ねられているが︑

みやぎむら

迫り︑夜になると前橋や伊勢崎等の夜景が美しく望
める位置にある︒
この地に北爪将監が戦国末期に土着
するが︑知行地の利があってのことと
思われる︒同族や同心衆が知行してい
たのは︑古文書によれば合わせて二百
貰文たらずであり︑石高になおすと千
はなげいし

三百石位かと思われる︒

鼻毛石を中心に百五十戸ほどの北爪
姓があるが︑土着後に耕地を開拓し分
家を重ねてきた労苦がしのばれる︒将
藍の直系は守雄家であるが︑湯之沢温
泉で小さな旅館を営んでおられる︒現
在は二キロほど下った処にある忠治温
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に残している︒城
跡では昔のことは
何も知らぬ気に尾
根の木々を風が揺
らしていた︒
ここに龍城した
枚井田御旗本衆
中〟の中に︑古く
こいたばし

から在地していた

小板橋の諸氏がい
にいぽり

た︒城の南面を下
った処に新堀の禰
だじ
陀寺があり︑大導

条氏の将大導専政繁が松井田城主となった時に︑家

その後地侍衆として発展したと思われ︑小田原北

り住んだと伝えている︒

神島氏で︑その後裔の小板橋武太夫が鎌倉時代に移

中心に百四十軒ほどがある︒遠祖は厳島神社の神官

小板橋氏は︑松井田町小日向︑新堀︑下増田等を

高崎方面へも発展している︒

分かれて多くの分家を創出するが︑現在では安中や

の墓碑が建っている︒小板橋氏は︑桧井田の各地へ

その墓前に︑大導寺氏の家老として小板橋下総守

新堀・補陀寺の小板橋下総守の墓碑

臣として小坂橋雅楽守︑下絵守︑若狭守︑帯刀等が
いた︒

小板橋民主君大導専政繁墓

北爪将監供養塔・宮城村赤城寺
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薗ト

北爪氏には︑足利氏から出て京都御所の北辺を警
固したために初苗を北語としたという言い伝えもあ
り︑家紋は十六菊を違い矢で守るという珍しい紋所
を共通にしている︒
前橋藩に出仕した北爪氏は酒井氏の姫路転封に従
って兵庫へ移っているが︑その子孫に県民生部長か
ら転じて赤穂市長になられた北爪照夫氏がいる︒
全国的には非常に少ない首字の一つで祖先を同一
にしているため︑北爪氏を追跡調査すれば日本人が
如何なる事情によって移住したか︑あるいは移住せ
ざるを得なかったかが分かるようにも思える︒
なお戦国時代が専門の歴史学者小和田哲男氏は︑
上野の北爪氏については︑鉢形城主北条氏邦の研究
の時から気に掛かっていたと言っておられた︒
宮城村には︑鼻毛石を中心に北爪姓が百五十戸近
くある︒足利氏の末流と伝えており︑豪族として宮
城村や粕川村西部を支配地としていた︒祖先は一族
と共に鉢形城の北条氏邦に仕えた北爪将藍で︑天正
十八年の小田原北条氏の滅亡後旧領へ土着した︒
三男甚内は尾島町平塚へ︑四男新八郎は武州大里郡

将監は四人兄弟で︑次男大蔵は前橋の下増田へ︑

守雄氏によれば︑鼻毛石においては身代を整理し

三尻の新堀新田へとそれぞれ土着する︒新堀新田の

いかにも庶民的な宮様の風貌がしのばれる︒
てこちらに移住されている由であった︒土着後の将
ほうじょううろこ

監屋敷の跡も訪ねたが︑想像していたよりも小さな

く︑はるばる武蔵の地まで赴いたのは北条氏と縁が
深かった為かと思われる︒

守の名が見える︒これを攻めた武田方にも時代は少
し測るが北爪右衛門大夫信行︑丹羽守信久及び左衛
武田の遺臣と伝えており︑これら武田氏に仕えた北

門尉源頼久等がいた︒伊勢崎市連取本町の北爪氏は
爪氏の一族が︑天目山の武田氏滅亡後に土着したと

〝そば家例″である︒

原野や荒れ地が開拓され︑江戸期に入って農地は

実剛健″の気風を育んだようにも思える︒

は得られないからである︒それが群馬の風土に〝質

られる︒誠意を以て接しなければ︑大地からの恩恵

て困難を克服し日々の生活に励んだであろうと察せ

すれば︑前記の土着した各氏族の人々は︑誠意を以

己れを律して生活することも一つの戦いであると

志した人達がいたようにも思える︒

︵家紋は丸に矢菊︶

の子息であった︒なお正月三箇日はそばを食する

さんがにち

聞社で総務部長を務め太田支局長に転じた裕氏はそ

馬県柔道接骨師会の長老健治氏は同家の出︒上毛新

ように湯之沢の赤城温泉で旅館を経営している︒群

宮城村の北爪家の総本家は守雄家で︑前に述べた

思われる︒

天正になって主計助は景長を継いだ長尾顕長から

生存の根幹にかかわる 食〃の為に︑敢えて土着を

沼田︑青井などの各藩に仕官した人達も各氏族の中
に見られるが︑戦の持つ残虐性を捨て去り︑人間の

上野に置かれた前橋︑高崎︑館林︑伊勢崎︑安中︑

為に国土は陶淵明の〝田園将に荒れなんとす〃とい
う状況にあったと思われる︒

さまり︑日本中に平和がやって来る︒戦国の動乱の

徳川家康が江戸に幕府を開いてようやく人心はお

も︑戦死した浜川の北城城主北爪周防守政勝や土佐

永禄九年に落城した箕輪城の長野家臣団の中に

受け︑高崎江木郷の代官に任じられている︒

して粕川の山上城攻撃に参加︑北条氏邦から感状を

条氏の魔下に入るが︑将藍は同八年すでに北条方と

北爪氏は女渕地衆として天正十年頃から小田原北

之内などを寄進している︒

また出羽守長秀は三夜沢赤城神社に鼻毛石のうち竹

女渕郷鼻毛石︑百島をあてがわれ女渕へ居を移した︒

かずえのすけ

狸塚郷︑篠塚郷︑石打郷をあてがわれている︒

将監以前の北爪氏は︑邑楽郡を本拠とした武士団
で︑永禄六年に北爪助八が館林城主の長尾景長から

な時代をしのばせた︒

堀を巡らせた館ではなく︑戦国の世が終焉した平和

ものであった︒各地に見られる中世の上野の土居や

どい

北爪氏は︑北条氏の﹁北条鱗﹂を家紋としている︒
四男新八郎は北条氏の発給文書に依れば知行地も多

北爪将監宛北条氏邦の感状
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土着の姓氏を訪ねて／特集

慾懸慾焦黙然焦具懸品性

亘ノ‥の滴重
高崎市・（財）高崎市文化事業団 催しもの案内

4 ヽ本木道 夫 チ ェ ンバ ロ リサ イ タル

◎群馬県姓氏家系大辞典

格段に増し生産力が上がった︒人間の行動は

え︑江戸三百年の太平がそれらに大きく寄与

◎上州の苗字と家紋

その時々の必要に迫られて機能するとはい

した︒

始めに土着した氏族は数名から多くても十

名位と察せられるが︑それぞれの家の歴史を

経て︑今では数十戸から百戸以上に発展して

いる︒それが民力となって伝わってきた︒

或る調査に︑群馬県は愛郷心が全国で四位

に入るという話があるが︑それはここに取り

上げなかった氏族の人達も含めて︑土着する

という形で長きに亙って郷土を育んできた先

人の心が︑今につながっている故かも知れな

ヽ一〇

江戸期においては︑各氏族が名主や代官等

︑＞

を務め︑多くが分家を重ねてその地域の活性

化に寄与してきた︒また︑長野原の浦野家の

お問い合わせ先℡027（321）1203

ように︑修験者や神社の洞掌となった家もあ

高崎シティギャラリー2陪展示室

る︒

1999年3月20日仕）〜28日（日）10：00〜18：00 入場無料

︵特集執筆・北爪 正徳︶

花と自然の中でファンタジーフォトを撮り続けた中村都夢の作品の数々。

紙数の都合で取り上げられなかったけれど

群馬の自然を愛し、晩年は高崎に居住、小さな妖精の人形を被写体に、

も︑各氏族が多くの有為な人材を地域社会や

〜高崎を慶した中村都夢のせ界一

県等へ輩出している︒感謝の意を表して筆を

と4 ヽ人たちの詩写真展

置きたいと思う次第である︒

1999年3月12日（金）19：00開演・高崎シティギャラリーコアホール全席自由2，500円（税込）

Ｊ Ａグループ群馬・催しもの案内
◎戦国人名事典

桑田忠親監修

阿部猛外編

参考文献

◎戦国史事典

京大辞典編纂会

萩原進編

◎日本史辞典

角川書店

上毛新聞社

新人物往来社

秋田書店

東京創元社

私家版

◎基調講演『体の中からきれいになるために』（仮題）
ダイエット・コーディネーター 荒牧麻子氏
◎体験プログラム「食ライフスタイルＣｈｅｃｋ」 など

轟談社

入場料・無料

日置昌一編

ところ・ＪＡビル1Ｆ 大ホール（前橋市亀里町1310）

北爪庄寿外編

き・1999年2月24日（水）
午後1時30分〜3時45分（午後0時30分より受付）

◎日本系譜綜覧

と

あさを社

フートピア21（群馬県生協連・群馬県森林連・群馬県漁連・ＪＡ群馬中央会）主催の
『ごはん中心の正しい食生活』を提案するトーク。

廣瀬太郎著

あなたのダイエット！〜

◎廣瀬氏の系譜

〜間違っていませんか？

◎北爪家戦国時代資料集

第3回 食と農を考えるくるまざトーク

お問い合わせ先
Ｊ Ａ群馬中央会
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地域振興部

℡027−220・2043
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