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入間（いるま）を通る鎌倉街道上道（かみつみち）の枝道（えだみち）鎌倉街道は鎌倉へ武士、
人、物資が行き来する道をいい、なかでも上道（かみつみち）は関東武士による数々の
ドラマがあり道の遺構や城館跡等、寺社仏閣、板石塔婆、井戸跡など多くの文化
遺産を残している街道です。

平成20年2月 改修された武蔵藤沢駅舎

古道の面影を残す下藤沢の馬坂（うまさか）

藤沢史ロマン

主 旨
我が郷土の地域（藤沢地区）の伝統、歴史、文化、を自治会の立場から次世代の人々に伝えていきた
く「藤沢史ロマン」と称して回顧して観ます。
観点 Ａ．藤沢の歴史
1、自治組織の変遷
2、地理的変遷
3、歴史上の人物
ａ 歴史上の人物
ｂ 史跡
ｃ 寺社仏閣
ｄ 文化、伝統
ｅ 藤沢の著名人
ｆ 結び、平和への願い
観点 Ｂ．藤沢地区の皆様に地域のことを、より知っていただく。
観点 Ｃ．全希望者に温故知新「藤沢史ロマン」を配布致します。
「藤沢史ロマン」作成の説明
人は単一で生きている時は平穏を維持しているのに、複数になると争いが生じます。すなわち、一人
であれば、りんごは赤いと思えば赤いで通せます。ところが、複数になると、青であったり、黄色で
あったりと、主張が異なり諍いが生じます。
その諍いが歴史の中で多くの争いを繰り返し、現在に於いても、国々の存亡を掛けて、テロとの戦い
や、地域紛争等の悲惨な戦いが消えることがありません。人々は平気で破壊を行います。
しかし、破壊したら再生の義務を負うことが肝要です。私たちは日本が紡いで来た長い歴史を、その
時代に生きた人々の視点で見つめ直し、文化や伝統を尊重し、美しい郷土を守りながら、郷土の繁栄
を重んじなければなりません。今、ともすれば私たちを取り巻くものの、命の大切さを見失なってい
ます。人々や山や川も、草や木々も環境の変化に耐え切れなく喘いでいます。
自然を尊び自然との共生や一体感を育み、郷土を愛し、他人を尊重し、思いやりの心をもって郷土の
発展に英知を結集して邁進致します。「和を以て尊ぶとなす」我国には美しい自然があり貴重な言葉
があります。このことを、後世に残すために「藤沢史ロマン」を作成いたしました。

＊写真は藤沢公民館隣にある藤之宮です。昭和23年に祀られ、日清、日露、大東亜、戦争に至る殉職者の霊を合祀、
鎮座の盛典を挙げ、続いて護国自治文教功労者等の霊を合祀しているものです。
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藤沢史ロマン

村落社会の自治組織
入間市市内のそれぞれの地域では生起する様々な問題
を解決するために必要な組織と役職を置いて立ち上げ
ました。そして人々は生活を秩序正しく、また安寧に
おくるために自治意識を持ちながら それぞれの役割

行っていました。すぐ隣同士の者が2人づつ組となり
輪番制で担当したのである。一人が拍子木を叩きもう
一人は1、2メートルの錫杖（ジャランボー）を地面
に着いて音を鳴らしながら一晩に22時、0時、午前2

分担を果たしてきたのであります。

時の3回巡回したといいます。ただ現在はそのような

そこで自治会組織（古くは村）の仕事として火の番を

村仕事というものはなくなりました。

上藤沢村の変遷
上藤沢は江戸時代の上藤沢村と中藤沢村が合併して明
治6年に上藤沢村となり更に上藤沢村と下藤沢村が合
併して明治22年4月に藤沢村となる。その後昭和31
年9月に武蔵町に合併し昭和41年11月に入間市大字
となったのである。上藤沢には市との共有地は無く、
かつては上藤沢村全体の共有地があったのであるが市

近隣組織

に提供して代わりに集会所建築の際の援助を受けたと
されています。
そして藤沢という名称の由来は不老川流域や原野に点
在する沼沢地にフジやクズの植物が生い茂っていたこ
とによるといわれています。

班と組合の歴史

各区はそれぞれ、その内部をいくつかの班に分けてい
る。班のことを隣保（りんぽ）ともいうが、これは戦
時中から使われ始めた新しい近隣組織である。一方各
区は戦前からの下部組織である組合によっても内部を
わけている。そして区は班と組合の新旧2つの下部組

方法が全てに当てはまる分けではないが伝統的生活習
慣を守り村の民族事象が歴史的に堆積された空間でも
ある。それが時代の変遷と共に習慣は変わり団塊の世
代、核家族という代表される言葉で人との付き合いが
煩（わずらわしい)ことなかれ主義というように隣近

織をもって秩序を保ってきたのである。班は行政的な

所との付き合いも薄情となっていったのである。しか
し人々が暮らしを営んで来た地域社会は、そこが村と
呼ばれるにせよあるいは町と呼ばれるにせよ、これま
でずうっと人間の相互協力の場であり続けてきた。近
隣と協力、そして私達にとっては最も基本的な単位で
ある家の者（家族）との協力を中心に自分達の暮らし

連絡組織の末端ではあるが同時に祝儀、不祝儀などの
折に互助協力なども行って来た。班の中で最も近い家
をイチドナリ、あるいは両隣という。イチ隣は隣戸で
入院した人が出ると班長と相談して見舞いに行った
り、死んだ人が出ると組合に知らせたりしていた。組
合は祝儀、不祝儀の手伝いが付き合いの中心であった。
葬儀は弔いともいうが次のような互助が行われた。死
者の出た組合の中で経験豊かな人が中心となり指示し
て寺や医者、親戚へ知らせに行く。親戚へは先方が承
知している時も二人組んで行く。これをサタといいサ

と次の世代の暮らしを守って来たのである。従って今
後も未来永劫において人々は人との関わり合いを大切

タを受けた家は知らせてくれた人に一升の飯を炊き一

うことになり広い意味での教育の歪みとなって現れる
のである。その例が現代のいじめ、虐待現象でありそ
の現実からの傍観者となり正義感、信頼感からも遠ざ
かっていっているのではないだろうか。入間市地域に

武蔵野台地の成り立ち
入間市は加治丘陵をはさんで多摩川の扇状地が段丘になった武蔵野台地と入間川の扇状地が段丘にな
った入間台地に、またがって位置しています。
因みに扇状地とは、川が山から削りだした土砂を麓に堆積させて造った地形をいいます。
藤沢は武蔵野台地に位置しています。
藤沢は二つの段丘で出来ています。13〜15万年前の下末吉層（金子台礫層（れきそう））に火山灰が
約10メートル積もった高い段丘と、2〜3万年前の立川礫層に火山灰が約1〜1.5メートル積もった
低い段丘立川面とで出来ています。
不老川の砂利も古多摩川が流れていた時に、堆積した川原の砂利です。
古多摩川が残した膨大な砂利は昭和初期に盛んに採掘され、
関東大震災の東京の復興に使われました。
砂利採取は表土の浅い藤沢の駅付近を中心に8ヘクタールにも及び約10年間ほど行われ昭和の不況
時代に貴重な現金収入となっていたといいます。
なお、現在の多摩川の石の種類と入間市の古多摩川の石の種類は、全く同じです。

入間野

入間
名前の由来はいろいろあり、はっきりしません。
①地形からきたもの。谷の奥の挟間（はざま）という意
味。
（『さいたまの地名』より）
②「間（ま）に入ること」を意味する。高麗本郷の中央
に割り込んでいたから。（『日本ルーツ辞典』より）
③アイヌ語で「熊の道」という意味。
（
『さいたまの地名』より）
④入間は伊利麻といった。（東歌）イリソ（入曽）、イ
（
『地名語辞典』より）
リマ、イルマなど朝鮮語の地名か。

鎌倉時代からみえる原野名。およそ現在の狭山市水野
から藤沢地域あたりをさします。吾妻鏡（鎌倉時代の歴史
書）によれば、建久4年（1193）3月25日 源頼朝、入間
野で追鳥狩を行なう。
「藤沢二郎清親 百発百中の芸を施す。獲雉（きじ）五、
獲鴿（まなづる）廿五の名を揚ぐ。」とあり、藤沢清親の
芸に頼朝がたいへん感動した様子が書かれています。
頼朝の一行は鎌倉街道を北上し、上野国や那須などに
向う途中に行った追鳥狩です。しかし、入間にもマナヅ
ルがいたというは驚きです。現在では、鹿児島県出水
市荒崎に越冬のため1000羽ほど渡来する貴重な鳥です。

に協調しながら暮らすことが必要である。即ち人間は
この世に生まれてから死ぬまで人の助け無しでは生き
られないのであり、この意義が薄れると、無関心とい

升の酒を出し魚を付けてふるまった。その為どこの家
でも一升の米は必ず用意して置かねばならなっかたと
いう。組合内のご婦人衆は勝手の手伝いをした。隣の
組合は大組合といい各々対応する組合が一つ決まって

ある、どの場所も、かつては村という行政区画上の名

いた。この中から4人が出て土葬の場合は墓の穴掘り、
棺担ぎを行い、次の弔いの時には残りの家から4人が
出る。大組合からは他に庭番といって、棺や旗などを

称がつけられていた。それぞれの村々はいわゆる行政
的な変遷を繰り返しながらその範囲を変えて来たが
人々はそれとは別の日常生活を営む世間（小宇宙）を

作る役も出されたという。地区によっては班と組み合
いがほぼ合致している所もありこのような葬式互助の

伝統的に保持して来たし将来的においても発展的に保
持して行くべきであろう。
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図は『入間市博物館配布資料』より

藤沢史ロマン

今から約2〜3万年前に古多摩川が青梅から川越方面に流れていた時に造られた。武蔵野
台地の谷に多摩川が去った後に残された名残川として誕生しました。

水源
武蔵野台地は地形的に水の浸透性がよく、台地に降っ
た水や狭山丘陵の谷戸から滲み出した湧き水は、砂礫

小手指ヶ原の決戦に向かう
鎌倉攻めの際数万の大軍が入間川から入間の鎌倉街道を進み、現在の下藤沢馬坂を下り、新田橋を渡って明けの沢
に到着。戦いを前に一休息とり、水の豊富な明けの沢で馬にたっぷり水を与えたと言われています。

明けの沢の雫（しずく）

＊新田橋近くに露出した地層

明けの沢の北側の斜面に樫（かし）の木があり、半分地面から露出した根っこから水がしたたり落ちていました。
絶えることのない雫を見て土地の人は、新田義貞の涙だと呼んでいたようです。合戦で多くの将兵、馬が命を落と
したり、傷ついたりした悲しみを表していたのでしょうか。
古老によると、この辺は妙ガハケ（みょうがはけ）といい、平成前半頃まで斜面をハケで塗ったように水が流れて
いたということです。このハケというのは、崖とか急斜面を意味しているようです。マンション等の開発によって
消えつつあり、現在は当時の現状が変っています。

現在でも湧き水となっています。

層に浸透し、伏流水となって地下を流れ、台地の底部
で地表面にまで姿を現したのが不老川です。

名前の由来
雨が少なくなる冬季には、地下水位が低下し水が伏流
し、この川が毎年お正月から節分の頃は水が枯れ、新
年を迎えることが出来ないので年を越せない川から不
年取川（としとらずがわ）と名前がつきました。従っ
て通常の呼び名は、ふろう川は間違いで「
ず川」が正しい名前のようです。

としとら

川の姿
全長は約17キロメートル、瑞穂町16号バイパス分岐
点付近、狭山平から始まり入間市藤沢を流れ川越市の
新河岸川で終わります。
当時藤沢村を東西
に井戸汲み道（幅
90cm）があり
貴重な水源と

＊暗渠からあふれ出
した水は、
5〜6㎝

明の沢、新田久保と妙ガハケ風景

の透き通った水。
（暗渠とは、地下
水路のこと。
）

なっていました。

かるがもの群れ

伝説

下藤沢の流れ

明けの沢で義貞の旗上に南方より烏が飛来して止まり、
将兵たちは熊野の使いだと歓喜したといいます。

参考文献
『藤沢歴史講座テキスト』入間市博物館
『入間よもやまばなし』入間市史編
図は「入間市博物館配布資料」より
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戦いに勝利したら飛竜神社を建立すると誓い、大和武尊伝説の社（やしろ）が
もともとあった場所を本陣としました。
那智の滝など自然の神秘にあふれる熊野三山への信仰は武将の間で根強く、主
神が飛竜権現、神の使いが八咫烏（やたがらす）です。新田義貞は、烏を勝利
への道案内と思ったのでしょう。
下藤沢の悪戯烏も将兵のモチベーションを高めるのに貢献したものです。鎌倉
幕府を倒した義貞は、約束通り妙ガハケに飛竜神社を建立。後に熊野神社とな
って現在の場所に移されました。

熊野那智大社の神紋

熊野三山（那智、速玉、本宮）の神紋は八咫烏（やたがらす）です。
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新田橋（にったばし）

新田義貞の超スピード攻撃‥‥鎌倉陥落の15日間
5月 8日

5月 9日
5月10日
5月11日
5月12日
5月14日
5月15日
5月16日
5月18日
〜 22日

馬坂を下りてきて、すぐに不老川に架かる橋です。
新田義貞が渡ったので「にったばし」と呼ばれるようになったと伝えられています。
当時の藤沢村は上、下、藤沢村を合わせても170戸にも満たなかったと思われるので、
数万の大軍が進軍して来たのは当時としては、大事件だったに違いありません。
昭和30年代までは石橋で狭い橋だったということです。

生品神社（群馬県新田町）で討幕の兵を挙げる。
わずか150騎
夕刻には越後の兵2000騎、甲信の5000騎が加わる。
武蔵の国へ入る。足利尊氏の子、千寿丸が200騎かけつけ
夕刻には総兵力20万7千騎になった。
（太平記より）
入間川に布陣
小手指ヶ原の合戦。勝敗つかず新田方は入間川に、鎌倉方は久米川に退いた。
久米川の合戦。鎌倉方、府中の分倍河原に退く。
鎌倉方に援軍10万騎が到着。
分倍河原の合戦。新田軍敗れ堀金（狭山市 堀兼）まで一時退却。
新田軍は三浦義勝の援軍得て未明に分倍河原を襲い勝利する。
藤沢、片瀬、腰越と前進し鎌倉に攻め入る。
執権 北条高時ら一族280名あまりが東勝寺で自害し
わずか15日で、140年あまり続いた鎌倉幕府はここに滅びた。

藤沢を抜ける時、彼らは静かな明の沢
で休息し、馬に水を与えたに違いあり
ません。不老川の清流はきっとオアシ
スに感じられたことでしょう。

伝説

（稲村ヶ崎で新田義貞が剣を海に投ずると、たちまち潮が退き、干潟化した海から鎌倉に
なだれ込んだ話もこの時のこと。21日の未の刻、午後1時〜2時、といわれています。
）
数万の大軍（『太平記』などによると、20万7千騎――実際にはもっと
少なかったと思います）が入間川から入間の鎌倉街道（枝道）
を進み、馬坂を下り、新田橋を渡って、明の沢（あけの
さわ）に到着。何しろこれだけの数ですから藤沢小学校
（テレビ埼玉――『鎌倉街
の方から下ったものと思われます。

新田橋

道夢紀行』より）

戦いを前に一休息をとり、水の豊富な明の沢で、馬にた
っぷり水を与えていたといわれます。下藤沢には新田義
貞にまつわる伝説や名称が今でも残っています。

新田義貞が
指揮をした
白旗隊

小手指ヶ原

小手指ヶ原合戦
元弘3年（1333）5月11日

新田原（にったばら）
馬坂の上の高台（妙ガハケの上へかけて）を今でも字新田原といいます。
新田義貞に由来する地名だと思われます。
将兵たちは、この台地で休息し小手指ヶ原を眺めながら意気を高め、
隊列を整えたのではないでしょうか。
妙ガハケと不老川に挟まれた土地を新田久保（にったくぼ）といいます。
馬坂の地名も坂を下りてくる騎馬の大軍のひずめの音の記憶から名づけ
られたのかもしれません。
妙ガハケに露出した地層
関東ローム層
約10ｍ
立川ローム
武蔵野ローム
下末吉ローム
の3層

馬坂
馬坂
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藤沢史ロマン

毎年10月第3日曜日

下藤沢801

祭の神
伊邪那岐尊（いざなぎのみこと）伊邪那美尊（いざなみのみこと）
古事記や日本書紀の神話に国土や山川草木と天照大神（あまてらすおおみかみ）、その他を産まれた夫婦神。

須佐之男尊（すさのおおのみこと）速玉之男命（はやたまのおのみこと）
伊邪那岐尊、伊邪那美尊の御子で須佐之尊は八岐大蛇（やまたのおろち）退治で有名。大国主命（おおくにぬしの
みこと）の御親で、後の牛頭天王さまとも呼ばれます。
事解之男合（ことさかのおのみこと）は須佐之男尊の御子で吉凶の判断に優れた神さま
以上の神がみは和歌山県南部の熊野に古くから祀られた熊野三社（本宮、新宮、那智）の神さまでもあります。

歴

熊野神社の鳥居の前に一対の堂々とした
幟（のぼり）がたちます。
これは勝海舟 72歳（明治27年）
の時の揮毫（きごう）です。
勝海舟は1823年〜1899年
幕末から明治時代の政治家で旧幕府の
陸軍総裁として西郷隆盛と会見し江戸城
無血開城、江戸幕府の海軍創始者です。

勝海舟の幟

（しせいかんずるところ、しんかんこうれつ）

風雨順時五穀豊穣
（ふううときにしたがえば、ごこくほうじょう）

史

当神社の始まりの伝えは、第十二代景行天皇の皇子日本武尊（やまとたけるのみこと）が御東征の時、武蔵野で飲
み水に苦しまれたが、その時神様が現れて笛と太鼓で尊を当地の清水の湧き出る所に導いて、尊の兵士たちを救わ
れました。そこで尊は感謝してこの神様を祀られたのが始まりと伝えられています。
その後鎌倉時代の末、元弘3年（1333）5月に群馬の武将新田義貞が鎌倉幕府を攻めた時に、当神社で戦勝を祈
願しますと一羽の烏が旗の上に止まりました。烏は和歌山県熊野大社の神さまの使者だからめでたいと士気があが
り、遂に鎌倉幕府を滅ぼして建武の新政（中興）を実現し、義貞は感謝の印に当神社を修造したと伝えられていま
す。鎌倉時代からの板碑がたくさん残っていますので、恐らくそれ以前から武蔵野台地の崖下の湧き水の多い藤沢
の地に住み着いた人々が、氏神（鎮守）として祀ったものと思われます。
江戸時代の初めまでは、当神社は西方300ｍの台地上にあったが（旧神社地に飛龍神社跡地の碑あり）寛永3年
（1626）に現在地に移り、幕府から八石の朱印地を与えられて下藤沢村の鎮守となり、それから400年多くの氏
子によって代々奉仕され、現在に至っている。

神社やお寺は村の人々の心の支えでした。
科学の発達した今と違って大地震、干ばつ、洪水などの天変地異や不幸な事故を何かのたたりと思ったものです。
このため、神社を村の鎮守としたりお寺を心のよりどころとしました。屈強な武将たちも落雷で屋敷を焼失したり、
身内に不幸が続くと討ち取った敵の武将のたたりと思い、供養塔や神社、寺院まで造ったほどです。

熊野神社

市指定文化財

大杉は市指定天然記念物です。
熊野神社は新田義貞によって建立された飛龍神社を、
寛永3年（1626）に村の中央のこの地に移したもの
です。この大杉も飛龍神社から移され、樹齢600年
と推定される御神木です。
前述しましたように、この時代は那智の滝など自然の
神秘あふれる熊野三山への信仰は武将の間で根強く、
主神が飛龍権現、神の使いが八咫烏です。
神武天皇が熊野から大和に進出する時、道案内したの
が八咫烏と言われています。その八咫烏を見て新田軍
は、士気を高め奮い立ち勝利したという。

上藤沢642-1
明治44年に春日大明神が合祀された。
一対の春日燈篭はその時のもの。
境内の手洗い石もその時のもの。
本殿にはお宮が三つ祀られ、
中央が天照大御神、右側が春日大社、
左側に八坂神社が安置され、
上藤沢の鎮守様となっています。
まさに上藤沢に奈良にある春日大社、
京都にある八坂神社に御参り出来る
ということです。
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特殊神事 藤沢の獅子舞
上藤沢の六道地蔵

上藤沢530

市指定文化財

畑の中の5本の古道の交差する所に、年代
を異にして大きさや形も違って建てられた
珍しいものです。
江戸中期に藤沢村の人々が愛宕の神を信仰
して火防、無病息災の願いを込めて建立し
たもの。

上藤沢の庚申塔

上藤沢672

青面金剛（せいめんこんごう）像は躍動感のある造形美あふれる像です。
この像は民間信仰や仏教などが混淆、庚申待ちの本尊となりました。
庚申に当たる夜、体内に住んでいる三匹の尸＝三尸（さんし）が人が眠っているすきに体内から抜け出て、
天の神に60日間おこしたその人の悪事を告げ命を短くすると言われ、その日は村人が集まって徹夜したと
いわれます。平安時代からの信仰ですが、江戸時代になると次第に社交的なものになっていきました。

下藤沢の庚申塔

市指定文化財

毎年10月第三土曜日、日曜日（本祭り）に見られます。
獅子舞の起源は不詳ですが鎌倉時代寛元元年（1243）関東に大地震が起こり、大きな被害を出しました。1245
年、五穀豊穣、無病息災、天下泰平を願い、氏神様の祭礼に神いさめの舞として獅子舞を奉納したのが始まりとい
われています。
この藤沢の獅子舞は、延宝8年（1680）熊野神社修復の際、奉納されたことが古文書（神官 沢田家）に残され
ています。
今は天下泰平、国土安穏、五穀豊穣を祈って氏子保存会の人々によって奉納されるもので、江戸時代前期に始まり
約300年の伝統を受け継ぐものであり、石田彌一村長の広めた功績も大であります。
獅子舞はその舞を（狂い）と言い、一の狂い（花がかり）、二の狂い（さおがかり）が主となり二頭の牡獅子が牝
獅子を奪い争い、そして仲直りするというストーリーになっています。カシラ、メジン、オトと呼ばれる一人立ち
三頭の獅子の舞が主で、これに笛、唄、ささら等が付属して勇壮かつ、きらびやかなもので、出演者は数十人を数
え、前日は沢田利光神官方と金刀比羅神社で勢ぞろいして行われ、翌日が本番で、昼過ぎ近くの不動院から始まっ
て、行列をつくって熊野神社の境内に移って約3時間舞われます。

下藤沢1030

天明元年（1781）9月に造立。
青面金剛は、病魔（当時は結核）をも退散させる威力があるとさ
れています。右側面には当所転禍為福御祈（願）とあり、村々の
人々の祈りが込められています。天明年間1781年〜1789年は、
天明の飢餓が襲い奥羽、関東を中心に冷害や浅間山の噴火などで
大凶作となり、犠牲者は90万人超となりました。
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上藤沢の馬頭観音

上藤沢959

安永10年（1781） 建立
馬頭観音は悪魔を馬のような勢いで打ち伏せ、慈

不動院の十三仏結衆板碑

下藤沢980

市指定文化財

宗派は新義真言宗。本尊は不動明王です。
板碑は戦国時代文明2年（1470）に慶了ら60余人が結衆（けつじゅう）をつくり、自らの後生菩提を願
って建てたものです。
板碑特有の山形を折損していますが、市内で最も装飾的な碑面で戦国期の様式をよく表現しています。
上部には装飾した天蓋があり、真下に蓮座にのった阿弥陀三尊の種字（しゅじ）が繊細なタッチで彫られ
ています。
種字（しゅじ）とは梵字（サンスクリット語文字）で表した仏のこと。
阿弥陀、観音、勢至、薬師など十三種子に囲まれて60余人の心はきっと安定したのでしょう。
それにしても刻まれた梵字はデザイン的に美しいものです。

悲の強さを示します。
江戸時代には、馬の供養などとして信仰されまし
た。この馬頭観音には、不思議な伝承があり観音
の近くの木を切ると咎（とが）められると言われ、
昭和7、8年頃その桜の枝を切った人が、不幸に見
舞われたということです。

藤沢の大火
大正7年（1918）2月16日午後7時半頃当時
の藤沢役場から出火。
猛火は見る間に隣接の小学校を焼き、更に草葺
の屋根の不動院も燃え尽くした。このため藤沢

上藤沢の石橋供養塔

役場に保管された一切の書類、古文書も灰にな

上藤沢302

った。

藤沢橋際に大日如来像と並んで立ってい

それ以前に天保6年（1835）には不動院が火

ます。
古くから橋の隅には霊魂が宿ると言わ
れ、日常の往来や洪水などの天災に対し
ての鎮めの供養塔として、新設や修復の

災になり、古記録を焼失。大正11年寺院を建
立し入仏式を行い、昭和42年今の本堂裏を起
工、昭和43年改築、翌44年11月入仏法要を
行い、現在に至る。

時に建てられました。この供養塔は台石
正面、側面に江戸、所澤道、あふめ（青
梅）、八王子道と刻まれ、道路標識の役
目も果たしていました。

上藤沢の板碑

上藤沢544

江戸見塚の南に建てられています。杉田勝次家の道路拡張の
時に17基の板碑が出土しました。
南北朝、室町、戦国時代にかけてのものが多く、板碑が既に
一般庶民のものになっていたことが伺えます。現在の板塔婆
にあたるものと思われます。
板碑の石材は長瀞、小川町付近から産する緑泥片岩で、板状
に剥離し加工しやすいものです。
太陽の光に当たって緑色が美しく浮かび上がったといわれて
おります。

参考文献 『民俗・文化財編』入間市史『中世史料・金石文編』入間市
図は『文化財編』より
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藤沢の著名人
■ 杉 田 藤太夫（すぎたとうだゆう）

角栄団地

1734年〜1810年 中藤沢に生まれる。
名工匠として活躍し、1791年神祗管領吉田家から烏帽子、狩衣の
着用、石見守の地位を受ける。弟子は38人を数えた。長男の杉田
喜兵衛も名工匠として名を馳せ、石見守を名乗った。熊野神社、
不動院、神明神社も藤太夫の作だが、今は残っていない。
杉田義太夫の墓は朝比奈墓地にあります。
朝比奈墓地（藤の台公民館の南方）の名称は旗本朝比奈氏にちな
んで名づけられたもの。
江戸時代藤沢村は旗本の領地となり上藤沢と中藤沢が寛永2年
（1625）に朝比奈200石、下藤沢は元和元年（1615）に柴田三左衛
門が274石8斗を知行することになった。
寛文10年（1670）に一部が久貝（くがい）惣左衛門に分地された。

■石田彌一

東藤沢地区は昭和35年（1960）頃から、角栄団地
として発足しました。

な分譲団地として話題となり、首都圏に勤める人々の
格好の生活圏となりました。

かつては楢の木林、雑木林、桑畑でした。そこに開発
された角栄団地の間取りは、広さ3畳ほどの台所に瓦
斯がひかれ、水道の蛇口が一つ設置されました。

昭和49年の最盛期には2,000戸の平屋建て、8,000
人余りの人が居住していました。
そのころ電化製品として洗濯機、冷蔵庫、掃除機が三

区切りは障子で区切られ、障子の向こうには4畳半と
6畳の部屋にテレビがあり、風呂場とトイレ、小さい

種の神器と言われ、昭和29年頃から話題となりもて
はやされたものであります。

ながらも庭もあるという当時としてはとてもハイカラ

入間市博物館
『むかしのくらしと道具展』の復元
のものです。

（いしだやいち）

1893年〜1957年 藤沢村生まれ。
狭山茶の機械化の先駆者
祖父常五郎は江戸時代の和算家で、大勢の門人を集めていました。
彌一は茶業の経営安定のため機械化をはかり、大正5年（1916）
、
父平太と共に製茶工場を建設。
しかし、茶商組合の反対によって県議会で機械化禁止条例が成立。
その後、若い人々の力を得て大正10年やっと解禁、茶商組合が承
認された。
戦後昭和21年（1946）から10年間村長を務め、特に道路整備に力
を注ぎました。
また、郷土芸能保存にも熱意をもち、藤沢の獅子舞を世に広めた
功績が大です。

志し半ばで急逝した友のために
粕谷義三が碑文を書いたもの

■ 粕 谷 義 三（かすやぎぞう）
1866年〜1930年 藤沢村生まれ。
大正、昭和初期の名衆議員議長。橋本要作の長男として生まれる。
父の理解によって小さな頃から勉学に励む。
明治12年（1879）13歳の時上京。島村（しまむら）塾で漢学、洋
学を学び師から竹堂の雅号を授かった。
明治19年5月、19歳で米国サンフランシスコに渡り、語学の勉強
のかたわら週刊邦字新聞第19世紀で健筆をふるう。22歳でミシガ
ン大学合格。24歳で法律学士号を得て卒業。
明治、大正、昭和を通じて衆議院議員12回当選。義三はまれにみ
る清潔な政治家と言われ、大正12年（1923）2月、投票数321票中
320票（義三は他人に投票）の歴史的な満票で衆議院議長に選ばれ
ました。
13年総選挙後、名議長といわれた義三は議長に再選されると議会
運営の公正を期して党籍を離脱。党籍を離れた最初の議長となり
ました。現職中63歳で死去。

三種の神器

粕谷義三氏の像
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洗濯機、冷蔵庫、掃除機または
テレビ、洗濯機、冷蔵庫（2通りある）とも言われて
います。
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千の風になって
東藤沢ふるさと祭りは、地域コミュニティの一環として平成5年から地元有志が立ち上げた祭りです。
当初は昭和50年頃子供祭りとして、わたしたちのふるさとを後世に残したいという活動から生まれ
た坊神輿保存会が中心となって、
東藤沢ふるさと神輿が造られ地域に代表される催事となっています。
現在は7月の地域東藤沢ふるさと祭りと、10月に行われる入間市万燈まつりに盛大に担がれアピー
ルされています。
坊神輿保存会の指導のもと、平成9年に地区住民の皆様のご協力を戴き、御輿を購入しました。歴史
の浅い町のため神社仏閣はありませんが、この御輿を中心にして、心一つにまとまり、立派な「ふる
さと」を創造しています。

私のお墓の前で泣かないで下さい
そこに 私は いません
眠ってなんかいません
千の風になって 千の風になって
あの大きな空を吹き渡っています
この唄は作者不詳と言われ、あの悲惨な米国同時多発テロ（2001年9月11日）追悼式時に、
及び世界平和を願っての唄として、またあらゆる万物の命の循環を解いたものとされています。

結び
私たちは歴史に教訓を学び先人達の偉業をたたえ、次世代の人々に語り継いで行きたいと思います。
この藤沢地区も武蔵藤沢駅が改修され駅付近の区画整備も行われ、見違えるような環境に生まれ変わ
りました。
また、旧NTT社宅跡もエバープレイスガーデンと命名し、完成の暁には329世帯の新しい自治会も
生まれます。
益々発展し続ける藤沢地区において、環境との調和を保ちながら、安全で、安心して住める街、自然
や人に優しい街、住んで良かったと思える街造りに邁進することを宣言して、結びと致します。

資料の提供に入間市博物館、藤沢支所、藤沢公民館、八区区長会、五区区長会にお世話になりました。

元気な入間
生き生き いるま 人、まち、自然。
助け合う住民
支え合う地域
自然に帰ろう私たちの入間市

平和
私たちの住む街が平和でありますように！

人、自然、に優しい街づくり
行政と住民の虹の架け橋となるべく自治会
危機管理ネットワークの充実を目指す藤沢地区
藤沢史作成に関わっていただきました皆様ありがとうございました。
17
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場所
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場所

沢

歴

史

年

表

６００年
大和尊が御東征の時立ち寄り兵士の水に困った時湧き水の音がして救われた
飛竜神社跡
１３３３年
元弘３年
新田義貞が鎌倉攻めの時当神社で戦勝を祈念すると一羽の烏が旗の先に止る
烏は和歌山の熊野大社の神の使者といって士気があがり鎌倉攻めに成功した
熊野神社
１６２６年
江戸時代寛永３年
現 飛竜神社跡にあったが現 下藤沢の鎮守となった
熊野神社
１８７３年
明治６年
上藤沢村と中藤沢村が合併して上藤沢村となる
現上藤沢
１８８２年
明治２５年
藤沢尋常小学校開校
現藤沢小学校
１８８９年
明治２２年
上藤沢村と下藤沢村が合併して藤沢村となる
現藤沢
１９１２年
明治４４年
神明神社合祀
現神明神社
１９４７年
昭和２２年
藤沢中学校開校
現藤中
１９５６年
１９５６年
昭和３１年
昭和３１年
武蔵野町となる
藤沢公民館開館
現藤沢
１９６０年
昭和３５年
東藤沢角栄団地誕生
現藤沢
１９６６年
１９６６年
昭和４１年
昭和４１年
入間市市制施行
藤沢は大字となる
藤之宮祀る
現藤沢
１９７０年
昭和４５年
東藤沢公民館竣工
現東藤沢公民館
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藤
西暦年号
和年号
記録
場所
西暦年号
和年号
記録
場所
西暦年号
和年号
記録
場所
西暦年号
和年号
記録
場所
西暦年号
和年号
記録
場所
西暦年号
和年号
記録
場所
西暦年号
和年号
記録
場所
西暦年号
和年号
記録
場所
西暦年号
和年号
記録
場所
西暦年号
和年号
記録
場所
西暦年号
和年号
記録
場所
西暦年号
和年号
記録
場所

沢

歴

史

１９７１年
昭和４６年
老人福祉センター、やまゆり荘開設
現やまゆり荘
１９７２年
昭和４７年
藤沢南小学校開校
現南小
１９７６年
昭和５１年
藤沢東小学校開校
現東小
１９７８年
昭和５３年
向原中学校開校
現向原中
１９７９年
昭和５４年
藤沢北小学校開校
現北小
１９８４年
昭和５９年
上藤沢中学校開校
現上中
１９８６年
昭和６１年
藤沢消防署開設
現藤沢消防署
１９８７年
昭和６２年
武蔵藤沢駅周辺土地区画整理着手
武蔵藤沢駅周辺
２０００年
平成１２年
藤沢支所開設
現藤沢支所
２００１年
平成１３年
藤沢公民館竣工
現藤沢公民館
２００３年
平成１５年
健康福祉センター開設
現健康福祉センター

年

表

１９７１年
昭和４６年
東藤沢公民館入間市９番目の開館
現東藤沢公民館

１９８７年
昭和６２年
藤の台公民館開設
現藤の台公民館
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平成20年5月吉日

発行

編集･発表

藤沢三区

編集協力

藤沢地区区長会

撮影協力

藤沢八区

印

出川印刷有限会社

刷

