
下吉田ガイドツアー日本語版 
富士山 
どうしてこの山が富士と呼ばれるのか、誰にもわかりません。昔はこの「フジ」

という言葉は火を噴く山のことでした。そうです。富士山は火山なのです。 
今は静かですが、いままでに何度も噴火しています。富士山の下には３つの古

い山が埋もれています。富士山の中ほどに、張り出しているところが見えます

が、あれは古い山の頂上の部分です。富士山は多くの場所で噴火しました。例

えば、山の中腹とか、麓とかです。従って富士山の周囲には小さい火山がたく

さんあります。最近の噴火は１７０７年に起きています。当時、大量の火山灰

が降り注ぎ、麓には３メートルもの火山灰が積もりました。人々は甚大な被害

を受け、復興には７０年以上もかかったのでした。 
 
富士吉田の歴史 
この地域には６，７千年前から人々が住み始めたようです。 
多くの土器や住居跡が周囲の山の中腹から見つかっています。縄文時代には

人々は狩猟と採集の生活をしていました。 
弥生時代はこの地域は大きな変化はありませんでした。そして稲作を中心とす

る農耕の技術が広まるにつれて、人々は次第に耕作可能な場所へと降りてきま

した。次第に“小さな村落共同体”が富士の麓のあちらこちらに出来上がりま

した。 
鎌倉時代には武士の政権の頭領である源頼朝が１１９３年、この付近で大規模

な巻き狩りを実施しました。この巻き狩りに関連した伝説や地名がこの町には

多数残っています。 
戦国時代には、この地域は数多くの戦いに巻き込まれました。駿河，甲斐、相

模３国が国境を接する場所だったからです。 
江戸時代、この地域は徳川の直轄領となり、支配を受けることになりました。

当時、人々は田畑を耕し、炭を焼き、薪を売って生計を立てていました。 
この時代には富士山信仰が盛んになり、多くの信者がこの地域にやってきて、 
富士山へ登りました。上吉田の地域では旅籠が盛んでした。 
１８７１年、廃藩置県が実施され、この地域は山梨県の一部となりました。 
１９５1 年、人口約３０，０００人の富士吉田市が誕生しました。以来、この

地域は引き続き、着実に発展してきました。１９６０年代の高度経済成長およ

び、特に中央道の開通により、この町は変わりました。大規模な遊園地がオー

プンし、この町は国際観光地として発展を続けています。 
 
 



富士吉田市紹介 
この地域は富士の麓の高原地帯に位置しています。冬はとても寒く、地表は溶

岩と火山灰に覆われています。従って稲作はとても困難でした。代わりに先祖

の人々はとうもろこしや粟のような穀物を育てました。そんなわけで、とうも

ろこしや粟の粉から作った団子が長い間、私たちの主食でした。人々は桑の木

を育て、養蚕をして生計を立てました。このようにして、織物産業がこの地域

の主要産業となったのです。富士吉田は富士山信仰の中心地として、そして有

名な甲斐絹の生産地として、発展してきたのです。 
 
郷土料理 
吉田のうどん 
これは富士吉田市のうどん料理のことです。その特色は、よく練った生地から

作った歯ごたえのある手作りの麵です。“すりだね”と呼んでいる唐辛子を加え

て食べます。 
ほうとう 
ほうとうは山梨県の有名な郷土料理です。柔らかい麺が特徴で、かぼちゃ、 
季節ごとのきのこなど、たっぷりと野菜を入れ、鶏肉、豚肉、あぶらあげなど

も加えて、調理されます。 
 
新倉浅間神社 
この神社は西暦７０５年、文武天皇の御世に地方の住民の産土神として創設さ

れました。後に、平城天皇の御世に富士山が大爆発し、この地域の人々は大き

な被害を受けました。そこで、宮廷が命じて、富士の神の怒りを静めるため儀

式が執り行われました。その時、平城天皇が自ら書き下ろした「三国第一山」

という勅額を下賜しました。これは「富士山は日本、中国、インド３国の中で

一番高い山」という意味です。 
 
五重塔 
この塔は忠霊塔です。明治維新以降、数々の戦いで亡くなった約１０００人の

人々の霊を祀りそして慰めるため約５５年前に建てられました。五重塔を建て

たのち、桜と楓の苗木が周囲に植えられました。これらの木々が成長するにつ

れ、この地域は「日本を代表する３つの典型的なもの、すなわち、富士、五重

塔、桜または紅葉を眺める最高の場所」として、日本人および外国人の間でま

すます評判になりました。ちょうど今がこのすばらしい景色を眺めるには最も

よい季節です。ここを訪れたことは日本での最良の思い出となることでしょう。

どうぞ、心行くまでご堪能ください。 



明治大帝の銅像 
こちらは明治天皇の銅像です。１８５２年にご誕生になり、１９１２年、６１

歳で逝去されました。１８６７年，御年１４歳で即位、第１２２代目の天皇と

なりました。当時、日本は混沌とした状態でした。徳川幕府は宮廷に大政を奉

還し、王政復古となりました。そして天皇を中心とする新政府が誕生しました。 
大日本帝国憲法が１８８９年に発布されました。この憲法の下では、主権は天

皇にあり、日本は君主制となりました。天皇は陸軍、海軍の最高司令官となり

ました。２０世紀初頭、帝政ロシアは中国北部、満州に軍を進め、朝鮮にも接

近していました。日本の安全保障が脅かされました。１９０４年、ついに日露

戦争が勃発。天皇は自ら陸海軍を陣頭指揮され、日本を勝利へと導きました。

明治天皇は日本の軍事力と経済力の強化に努めました。１９１２年、糖尿病の

ため、逝去。その偉大な功績により、日本人は明治天皇を明治大帝と呼び、尊

敬しています。 
 
造園と盆栽 
日本人は庭造りが好きです。敷地を生垣で囲い、自分の好みの形にしようとし

て刈り込みをします。庭には木を植え、こまめに枝を剪定し、芸術的な形、サ

イズにしようとします。しかしながら、この刈り込みや剪定にはかなりの技量

が必要です。もし素人がこういう作業をすると、結果は思わしくありません。 
おかしな形になってしまうかもしれません。そこで通常、プロの植木屋さんが

こういう作業を行います。しかしお金がかかります。ですから大庭園を所有す

るというのはある意味、ステイタスシンボル（身分の象徴）となるのです。 
一方、盆栽には広い場所は必要ありません。盆栽の愛好家は大勢います。盆栽

とは大きさを縮小した木や植物のことで、陶器に石やコケとともに植えられて

います。盆栽によく使う木は松、梅、桜、または実をつける木です。剪定とか、

針金をつかって固定するなどの人工的な方法で木のサイズを縮小します。何年

にもわたって、規則的に根を刈り込んだり、枝を切ったりして縮小し、木の形

を整えていかねばなりません。自分の望む形にするにはかなりの知識と手間が

必要です。しかり盆栽はとても魅力があり、中高年の人々に趣味として取り入

れられています。 
 
釈迦 
インドのカビラバースト王国の王子として誕生しました。２９歳のとき，城を

去りました。６年間に及ぶ苦行を経て、遂に悟りの境地に至り、仏教の創始者

となりました。 
 



阿弥陀仏 
この方は、はるか昔、インドのある国の王様でした。釈迦の仏教の説法を聴き、

王位を捨てて、後に釈迦の弟子となりました。悟りを開き、阿弥陀仏となりま

した。 
 
菩薩 
菩薩とは悟りを開くために修行中の仏教徒のことです。菩薩はどんな犠牲を払

っても苦しんでいる人々を救済します。 
 
親鸞聖人 
鎌倉時代の僧侶で浄土真宗の創始者です。京都に生まれ、比叡山延暦寺の僧侶

となりました。後に浄土宗の創始者である法然の弟子となりました。しかし浄

土宗は幕府に弾圧され、親鸞は越後に追放されました。後に許されて関東に移

りました。親鸞は浄土真宗の創始者となり、有名な経典、教行信証を編纂し、

その中で阿弥陀仏による他力本願を唱えました。農民や平民が多数、信者とな

り、仏教界に大きな影響を及ぼしました。１２６２年、９０歳でこの世を去り

ました。 
 
仏教の歴史 
仏教は日本では神道と共に崇拝されています。紀元前５００年ころ、釈迦が始

めました。仏教では創始者の釈迦を、悟りを開いた聖なる仏教徒として崇拝し

ています。仏教は６世紀ころ、中国、朝鮮を経て日本に伝わりました。仏陀は

神道の神々の守護者として導入されました。この二つの宗教は相性が良く、後

に神道と仏教は習合しました。この習合という現象は日本の宗教特有のもので

す。日本の寺院は皇室や貴族の子供が、教養を身につけ、官吏となるために様々

なことを学ぶ場となりました。江戸時代には幕府の命により、誰もが寺に所属

することを強要されました。寺は檀家記録を保存し、毎年幕府に提出するよう

求められました(寺請け制度)。しかし明治時代の始め、仏教と神道は分離され(神
仏分離)、多数の寺院や仏像が破壊された(廃仏毀釈)のは残念なことです。 
１８７２年４月２５日、政府から法令が出されました。その中で、僧侶は飲酒、

肉食、妻帯が許され、仏教儀式を執り行う時以外は平服を着用することが認め

られました。日本の歴史を通して、仏教は神道や儒教と共に、日本人の精神的、

文化的な生活に多大な影響を及ぼしました。日本の仏教には浄土真宗のような

浄土系、天台宗や真言宗などの密教系、日蓮宗、そして禅宗など、１０以上の

宗派があります。 
 



仏教の教義 
仏教とは釈迦如来のような仏となるための教えです。大切なことは 
仏になるためにはどのような生活を送ったら良いのかということです。 
仏教は次のように教えています。｢なぜ人は苦しむのか？それはあらゆることに 
対して満足を求めているからだ。しかしすべてのものは変わっていく(諸行無常)。
自分の思い通りにすべてのことが運ぶわけではない。妄想を捨てなさい。三毒、

つまり欲、怒り、そして愚かさを乗り越えなさい。感謝の気持ちを持って、今

の自分を受け入れなさい。すべてをありのままに受け入れなさい。行儀よく振

る舞い、仏に帰依しなさい。そうすれば往生が果たされます。」 
＊往生(極楽浄土に往き生まれること) 
 
徐福伝説 
古代中国王朝からの使いである、徐福は永遠の命を得ることができる薬を求め

て、この地を訪れたと言われています。中国の秦の始皇帝が徐福に命じたので

した。徐福は大勢の従者を伴ってこの地を訪れ、薬を探し求めました。しかし、

その望みは果たされませんでした。従者の中には秦という苗字を名乗る者が多

数おりました。結局、徐福はこの地に住み着き、村人に稲作、養蚕、機織など

の技術を伝えました。現在、この地には『羽田』を名乗る者が多数います。こ

の人たちは秦氏の子孫だと言われています。徐福は鶴になり、長生きしたと信

じられています。 
 
鶴塚 
およそ、３００年ほど前、鶴が一羽、この地に飛来して、まもなく命が果てま

した。この鶴は徐福の化身に違いないと人々は考えました。そしてこの鶴を丁

重に葬り、漢語で碑文を書き、この記念碑を建てました。 
 
聖徳太子 
聖徳太子は推古天皇の摂政を勤め、仏教に深く帰依していました。いくつかの

寺院を建立し、仏教の解釈書を編纂しました。太子は富士山に登るためにこの

地を訪れ、３枚の自画像を描いたと言われています。そのうちの１枚がこの福

源寺に代々伝わっています。 
 
六角堂(太子堂) 
浄土真宗の創始者である親鸞聖人は聖徳太子を篤く崇拝しており、自ら聖徳太

子の木像を彫り、それを大切にしました。この太子堂は約３００年前に寺の本

堂、山門といっしょに建立されたものです。総檜作りです。太子像はこの堂内



に納められており、特別の行事が催されるとき、一般公開されます。 
 
神仏習合と分離 
長い間、仏教の仏様は神道の神様と同じものだとされてきました。このような

考え方を神仏習合といいます。神仏習合のもとでは、それぞれの神道の神様は

特定の仏教の仏様と結び付けられます(本地垂迹、一例、天照大神は大日如来の

化身)。明治時代にこの２つの宗教は正式に分離されました。しかし依然として

その習合性は残っています。仏教寺院の敷地内で神社を見かけるかもしれませ

ん。また神社の敷地内で仏像を見かけることがあるかもしれません。 
 
渡辺ファミリー 
富士吉田市には渡辺姓の人が大勢います。富士吉田市の人口５０，０００人の

内、８，０００人は渡辺さんです。これは人口比では日本一です。この人たち

は１１世紀の有名な武士、渡辺綱の子孫だと言われています。渡辺綱はこの地

を訪れ、しばらく滞在し、住民に武道や農業を伝えたと言われています。 
 
水の郷富士吉田市 
西町湧水 
宮川のほとりで澄み切ったきれいな水が日夜、こんこんと湧き出ています。こ

の湧水は西町湧水と呼ばれています。約６０年前、富士吉田市では水道設備が

整っていませんでした。そこで、水を手に入れるためには、井戸を掘らねばな

りませんでした。しかしこの付近の住人はその必要はありませんでした。 
この湧水があったからです。住民はここに来て、飲み水を得て、お米をとぎ、

洗濯をしました。無料で好きなだけ水を飲むことができました。これは富士山

のおかげです。毎年、富士山の周りではたくさんの雨や雪が降ります。富士山

は溶岩や火山灰で覆われています。雨水や雪解け水は地中に浸み込んで、長い

間、地下に滞留して浄化されます。この澄み切ったきれいな水が溶岩流の末端

部から湧き出てきます。そういう訳で富士吉田市の下の方にある下吉田では水

が豊富なのです。最近、富士吉田市ではミネラルウオーター製造工場が次々に

建設されています。そしてこの地域は日本では有数の水の供給地となりました。

同時に虹鱒の養殖業も盛んになっています。 
 
下吉田の織物産業と歓楽街 
下吉田の織物産業には長い伝統があります。織物産業は昔、富士吉田市の主要

産業でした。ここで少し下吉田地区の古き良き時代のお話をしてみたいと思い

ます。 



この地域はかつて絹屋の町でした。東裏の一角には今も昔風の家が残されてい

ます。この付近一帯でかつては織物取引の市が開かれていました。１９５０年

代、下吉田の多くの家には２、３台の自動織機が備えてあり、人々は織物の仕

事をしていました。あちらこちらには撚糸工場もありました。この自動織機は

バッタンバッタンガッチャンガッチャンと大きな音をたてます。そんなわけで

このあたりは毎日、早朝から夜遅くまで、織機の騒音が響き渡っていました。

しかし問題にはなりませんでした。これはみな商売が繁盛している証だったか

らです。地元の問屋がこの織物を集めて市場に持ち込み、全国からやってくる

商売人と丁々発止と取引をしました。毎週、この付近の家で市が開かれ、この

通りは活気に満ちて人で溢れていました。人々は大金を得て、懐が豊かになり

ました。そして歓楽地帯の西裏に出向いて、ドンちゃん騒ぎをしたのです。 
(ガチャ万時代といいます。) 
 
西裏歓楽街 
この付近はかつて娯楽施設がたくさんありました。 
芸者置屋、飲み屋、バー、高級料亭、パチンコ屋、映画館などなど。金持ち連

は高級料亭にやってきて芸者を呼び、芸者遊びをして、大酒を飲み、騒いで、

一晩中、歌を歌いまくりました。泥酔したお客が路上で意識を失って寝込んで

しまい、警察のお世話になることもありました。交番で一夜を明かした後、こ

の人たちは素面になり、『すみません、すみません、もう二度とこういうことは

しません』と謝って家に帰ります。家ではおかみさんがご立腹です。ここでも

『すまない、すまない、ごめん、ごめん』の連続。いまやおとなしい子羊とな

っております。いつもは家で、威張りまくっているのですが、やっぱり実権は

おかみさんが握っているのですね。 
現在、富士吉田市では中小企業の育成に力を入れて、繊維産業から競争力のあ

るファッション産業への転換を図っています。 
 
芸者と宴会 
芸者とは文字通り読むと、芸は芸術の意味、者は人のことです。つまり芸者と

は芸術家のことでプロのエンターテイナー(芸能人)です。日本舞踊と歌謡を専門

にしています。皆、芸者遊びが好きです。芸者遊びでは芸者は３人います。 
三味線を弾く者、太鼓を叩く者、そして踊りを披露する者です。お客様のチョ

コに日本酒を注ぎ、お客様のいろいろなお話のお相手をします。それですべて

です。それ以上はありません。このお遊びには一時間、少なくとも１０万円は

かかります。皆、若い芸者を好みます。したがって年増がくると、皆、がっか

りします。しかしキャリアを積むにつれて芸者の踊りの腕は上がります。です



から７５歳が現れても、割引というわけにはいきません。 
 
神道 
神道は日本特有のもので長い伝統があります。人と自然との間の調和を重視し

ます。つまり自然崇拝が基になっています。私たちは天の恵みにより、五穀を

得ることができます。様々な自然現象は神様の手にゆだねられています。 
(従って神を崇拝することで、五穀豊穣となる) 
神様は山の中、岩、または森におわすと信じられています。神様は穢れのない

所を好みます。そこで私たちは神社を建て、そこに神様を祀りました。私たち

は鳥居を立て、神域と俗界を区別しました。神道はこの世のことを司ります。 
もし私たちが神道を信仰すると、作物は実り、私たちの様々な願いはかなえて

もらえます。私たちは「この世」で幸せに過ごすことができます。 
一方、仏教は「あの世」を司ります。もし私たちが仏教を信仰すると、川向こ

うで心地よい生活を楽しむことができます。ですから私たち日本人は神道も仏

教も崇拝するのです。神道はかつて国家宗教でした。そして仏教や儒教共々、

日本人の精神的、文化的生活に大きな影響を与えたのです。 
 
鳥居 
２本の縦の柱と２本の横木で成り立っています。鳥居は聖地と俗界の境界を示

しています。 
 
手水舎 
手水舎で手と口を洗い、体と心を清めます。 
 
本殿 賽銭箱 
神道の神様は本殿に祀られています。本殿の前の賽銭箱に小銭を投げ入れます。

綱を引き、鈴を鳴らします。神様に注意を向けてもらうためです。二度深々と

頭を下げて神様に敬意をあらわします。手を叩いて願いを伝えます。例えば、 
恋が実るよう、健康、商売繁盛、家内安全、幸運、安産、学業成就、などなど

です。お願いをしてからもう一度、深々と頭を下げます。 
 
絵馬 
絵馬とは馬の絵が描いてある木製の板のことです。昔は生きている馬を神社に

奉納しました。後に馬は絵馬に取って代わりました。皆、絵馬に願いを書いて

神社に奉納します。 
 



おみくじとは将来を告げてくれるものです。お守りも手に入ります。 
これは狛犬です。神社から邪気を追い払います。 
 
注連縄 
注連縄は藁と白い紙切れからできています。これは雲、稲光、雨を表します。

神様と自然との結びつきを意味しています。 
 
米俵と酒 
お米の入った米俵と酒樽は五穀豊穣を与えてくれた神様への感謝のお供物です。 
 
石灯篭 
昔は重要な神事は夜行われており、その際、灯明として使われました。 
 
玉串 
玉串は常緑樹の聖なる枝です。人間と神様を結ぶ神秘的な意味合いを持ってい

ます。 
 
参道 
神社参道は白い砂利で覆われており、身の穢れを拭いながら本殿に向かいます。 
 
神輿 
氏神様のために祭りがよく行われます。通常、神様は神社におわしますが、祭

典の際、ほかの場所(お旅所)へ移ることがあります。その際に神輿が使われます。 
神輿というのは神様専用の乗り物のことです。担ぎ手の肩に乗せて運ばれます。 
よく聞く話ですが、神様が神輿に乗り移ると、途端に神輿が重くなるそうです。 
神輿と担ぎ手は町中を練り歩きます。担ぎ手は「わっしょい、わっしょい」と

声を挙げます。これは行列を盛り上げるためです。 
 
小室浅間神社の起源 
桓武天皇は坂上田村麻呂を征夷大将軍に任命しました。官軍と賊軍との間の厳

しい闘いが始まりました。賊軍との戦に赴く途中、坂上田村麻呂はこの地に立

ち寄り、富士山を遥拝し、戦勝祈願をしました。願いがかなえられた後、 
８０８年、田村麻呂はこの地に神社を建て、神様にお礼を申し上げました。 
祭神は此花咲耶姫命です。 
 
 



いろいろなご利益 
願いをする、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、防火、厄除け、健康、幸運、 
縁結び、安産、交通安全、学業成就 
 
武田信玄 
武田信玄は甲斐の国の領主でした。信玄はこの神社を訪れ、戦勝祈願をしまし

た。信濃の支配を巡って越後の上杉謙信と争っていました。川中島で両者は 
四度、戦火を交えましたが、決着はつきませんでした。信玄は京都に赴き、 
全国を統一しようとしました。途中、遠江の三方が原で徳川家康と戦い、家康

を打ち破りました。しかしながら信玄は病に倒れ、全国統一の夢はかないませ

んでした。信玄は甲府盆地を流れる川沿いに石で堤を築き、洪水に備えました。

これは信玄堤と呼ばれ、甲斐の住民を守ったのでした。 
 
流鏑馬 
この地域の住民が田畑に種を播くころ、神様が山から下りてきて、村の神社に

お出でになり、住民の農作を守ってくださいます。住民が収穫を終えて、神様

が山に戻るとき、住民は流鏑馬を行って神様に感謝し、同時に冬季の生活の平

和と安全を祈願しました。今もなお、馬の走った足跡を見て、この先の吉凶を

占う神事がとりおこなわれています。 
 
境内のご神木と大塔宮桂の古跡 
神社本殿の右側に大きなご神木があります。樹齢は７００年以上、胴回りは 
１３メートル以上あります。この木に関連した伝説があります。１３３４年、 
後醍醐天皇の御世、後醍醐天皇のご子息、征夷大将軍の護良親王は父、後醍醐

天皇および臣下の足利尊氏と不和になりました。謀反の疑いをかけられ、親王

は鎌倉に幽閉されました。しばらくしてから、親王は足利尊氏の弟、足利直義

によって土牢の中で暗殺されました。親王の首級は、側室の雛鶴姫によって密

かに運び出され、この木の根本に葬られたと伝わります。以来、地域住民はこ

の木を崇拝し大切にしてきました。 
 
小室浅間神社境内の溶岩流遺跡 
富士吉田市は溶岩台地の上に発展してきました。土地開発により、環境が破壊 
されるのは残念なことです。この町が拡大、発展する過程で市内のほとんどの

溶岩流が姿を消しました。しかし、幸いなことに、この貴重な溶岩流の原形を 
社殿裏側で見ることができます。 
 



日露戦争 
１９０４年、日露戦争が勃発しました。戦況は日本に有利に運びました。しか

し、旅順の闘いでは日本軍は甚大な損失を蒙りました。旅順要塞は機関銃と大

砲を備えていました。乃木将軍指揮下の日本軍は突撃を繰り返しましたが、要

塞は落ちませんでした。大勢の命を失った後、遂に日本軍はこの要塞の攻略に

成功しました。奉天会戦では、大山巌元帥指揮下の日本軍はロシア軍を打ち破

りました。東郷元帥指揮下の日本海軍連合艦隊は日本海海戦でロシアのバルチ

ック艦隊を打ち破りました。しかしこれが日本の戦力の限界でした。日本は資

金も枯渇してきていました。最早、これ以上戦争を続けるのは無理だと日本政

府は判断し、米国に仲介を求めました。ロシアも停戦協議に賛成しました。ア

メリカのポーツマスで平和交渉が行われ、平和条約が締結されました。これを

ポーツマス条約と呼んでいます。この条約でロシアは日本の朝鮮における優位

性を認め、旅順・大連の租借権を日本に譲渡することが決りました。 
 
日露戦争忠魂碑 
これは日露戦争の際の戦死者の忠魂碑です。当時日本には徴兵制がありました。 
若者たちは戦場に赴くことを命じられ、多くの者が命を落としました。戦後、 
この慰霊碑が建てられました。碑文は学者によって漢文で起草され、大山元帥

が筆を取っています。以来、この碑は住民に大切に扱われてきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


