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⑥昼間の渡し

徳川家康がまだ豊臣秀吉の
家来だった頃のことです。
家康が、関東に追いやられ、
北条氏と戦っていた時に、
渡してあげたということで
す。また一説では、村人が
火をたいてこちらにも軍勢
がいるように見せかけて家
康を援護したと

も言われていま
す。
家康は大変に感激し、将

軍になり、江戸城に入って
１年後に、「あの時は大変
助けられた」と礼を言いに
きた。渡し守（船頭）に川
岸あたりの土地を与え、昼

地元有志が船着場を復元

びん沼川を、
船渡橋から北に
３００メートル
ほど上ったとこ
ろに「昼間の渡
し」の跡がある。
徳川家康が関東
に入国して間も
ない頃、日が暮
れてこの渡しに
さしかかった際、
村人がたいまつ
とかがり火で迎
え、昼間のよう
に明るかったの
で、「昼間」の
名をもらったと
される伝説の渡しだ。この 川越城を攻めて反撃を食い、
「昼間の渡し」が地元有志 岩槻城に退却しようと、こ
によって復元されている。
昼間ノ渡シ友の会代表の清
水文雄さんに、伝説の内容
と、復元された施設などに
ついてお聞きした。
の渡しにさしかかったら日
がどっぶり暮れてしまった。
―昼間の渡しの伝説とはど そこで地元の人が、一説で
のような話なのですか
はかがり火をたき、たいま
清水 昼間の渡しの由来は、 つをかざして家康を安全に

間のように明るかったとい
うことから「昼間の渡し」
と名付け、また「昼間」の
姓を
与え

たと
され
ています。

―それは単なる言い伝
えなのですか、それと
も何か資料が残ってい
るのですか。
清水 昼間さんという姓を
もらった家に、文書があっ
たらしいのですが、ある歴
史研究者の方が持っていっ

たきりなくなったという話
があります。
―昼間さんという家が残っ
ているのです
か。
清水 今
は１軒で
す。昔は
７軒あっ
たそうで
すが。そ
の多くは 、
千葉の方
で成功さ
れた方が
いてそち
らに移っ
たようで
す。他に
川向うに
も、昼間
さんという方
がいましたし、
文字の違うヒルマさんもい
ますが関係はわかりません。
―昼間さんという家は自分
が船頭さんの子孫だと知っ
ているのでしょうか。
清水 そう思っているそう
です。

―他に史跡はありますか。
清水 少し下ったあたりに、

右上の大きな木のあたりが渡しの跡
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いた馬をまつったらしいで
す。
昼間の渡しは、伝説とい

うより、 ％は事実ではな
いかと言う方もいます。

うな形跡もあるんですが、
はっきりはしません。渡し
をやめたのが１９０６年ご
ろです。明治末期に県道が
できて現在の船渡橋付近に
橋が架けられました。

―すぐ近くに、斎藤祐美の

清水 渡し近くにご神木と
して植えたとされる大けや
きがあったそうです。それ
を斎藤祐美が県議選に出る
とき、支援者が切って選挙
資金の一部に充てたという
話があります。農村で貧し
かったですから。そのけや
きは愛知の豊川
稲荷の扉に使わ
れているそうで
す。
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ご神木が斎藤祐美の
選挙資金に

墓がありますが、昼間の渡
しと斎藤祐美は関係はない
ですか。
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―この近辺はその後どのよ
うな状況だったのでしょ
うか。
清水 江戸時代から
大正時代にかけては、
このあたりは飯田河
岸 と
し て
使 わ
れ 、
大 変
栄えていたようです。
舟で木材などを江戸
や千葉の方まで運ん
でいた。川岸には、
船頭小屋や船宿、茶屋
などが立ち並んでいたら
しいです。現在も、昼間
の渡しのすぐ上にあるお
宅は、船宿だった家です。
お袋たちの話によると、
昭和の初め頃でも、ここ
から メートルくらいの
筏を組んで、前と後ろに
船頭が乗って荷を運んで
いったようです。

―清水さんは、この昼間の
渡しを復元する運動を。
清水 そうです。地元の何
人かと集まって、渡しを復
元しようということで活
動しました。現在の船着
場は、７年前にできまし
た。今は県の土地を自治
会が借りて、我々は自治
会から依頼されて管理を
している形です。
―会の名は
清水 昼間ノ渡シ友の会
と言います。
―会員は。
清水 会員は約 名です
が、整備に参加している
のは 名。毎月１回第２日
曜日に集まっています。
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船着場近くには権現堂も復元

復元された船着場

―渡しや河岸がなくなっ
たのは。
清 水 昼間 の渡 しの 場 所
も 江戸 時代 に変 わっ た よ

毎年11月の催し

西光院というお寺がありま
した（現在は廃寺）。家康
がそこで休息したとされ、

なくなった時、地元の人た
ちがそこにまつったとされ
る権現さま、東照宮が建っ
ていました。西光院を解体
した時、その門扉を現在１
軒残っている昼間さんが預
かっています。また、廃材
で分校を建てました。
また、やはり近くにある
八幡神社に歴史を記した額
があります。今も神社で見
ることができます。
家康に直接関係はありま
せんが、近くに馬頭観音が
あり、どうやら舟を引いて
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―年１回イベントもあるそ
うですね。
月３日の文化の日
清水
には、「徳川家康の舟渡り」
として、舟に家康と家来を
乗せて川を渡り、最後にお
酒をふるまいます。夕刻に、
たいまつをつけたり、灯篭
を並べて。光のファンタジー
ということで、舞台で落語
したり。
―渡しの近くに建っている
記念堂とは。
清水 西光院の権現様を持っ
てきたわけです。ただ、県
の土地でお寺にできないの
で記念堂にしています。
―清水さんは飯田新田の出
身ですか。
清水 そうです。現在も住

んでいます。
―お年は。
歳です。
清水
―お仕事は
清水 いろいろやりました
が、建設業です。

―自然が残っている。
清水 こちら側は残ってい
るんです。大宮ゴルフ場よ
り向こうは昔のままですね。
◇

―びん沼には愛着がありま
徳川家康に関する伝説は、
すか。
埼玉県にも各地に残ってい
清水 小さい頃は毎日ここ る。
で遊んでいましたから。清
今回取り上げた昼間の渡
水がどんどん湧いていた。 しもその一つだが、その通
きれいな川でした。シジミ りだとすれば、家康は一般
が黒でなく黄色をしていた。 の人びとからそれだけ敬愛
昔はヒメタナゴというきれ されていたことになる。
いな魚が、ちょっと網を入
歴史にうとい私として、
れると何十匹と獲れました。 疑問は第１に、昼間の渡し
ドジョウも多かったです。
守が家康を助けたというこ
とは、人びとはそれまで地
域を治めていた北条氏では
なく外来の家康を応援して
いたということなのだろう
か。
第２に、確かに助けても
らったとは言え、家康は将
軍になってからこのような
一村にわざわざ礼に来るほ
どに温情ある人物だったの
だろうか。
、 あるいは、後々の創作
も含まれているのかもしれ
ないが、いずれにせよ江戸
時代における民衆の家康像
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―こちら（舟渡橋から上流
部）は釣り人はいませんね。
清水 こっ
ち は今 の
時 期は 浅
い んで す。
春 から 夏
は 橋の 下
の 門を 閉
め て、 １
メ ート ル
以 上深 く
な りま す
が。

清水さん
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をうかがわせる逸話である。
それとともに、旧荒川の渡
しの交通上の重要性も伝え
てくれる。
（金子 豊治郎）

16

