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おかえりなさい、ふるさと岡崎へ
家康公と岡崎に深く関わる方々がふるさと岡崎の地に集結。テーマ「おかえりなさい」
に沿って考えられた料理を囲み、和やかな雰囲気の中、夢の対談が実現しました。

市橋　家康公と十六神将、二十神将、二十四神将
の絵はいろいろあり、たいてい家康公をトップに縦並び
になっていることが多いのですが、岡崎の法蔵寺に伝
わっている十六神将図は、珍しく“車座”になっていま
す。今日は気楽な楽しい会にしたいので、この図にち
なんで車座の配席にしました。身分の上下なしにやり
たいと思います。
では、始めに内田市長より歓迎のことばをお願いします。
内田　岡崎市長の内田康宏でございます。名前に、
断りなく“康”の字を拝借しております。

本日は、遠いところ、徳川家康公生誕の地　岡崎まで
ようこそへお出で下さいました、心より歓迎申し上げま
す。本年2015年が、家康公の四百回忌にあたること
から、「家康公四百年祭」として、静岡市さん、浜松市
さんと一緒に１月より記念事業を開催しております。そ
の記念事業の一環といたしまして、德川様はじめ、ゆ
かりのご当主の皆様方にお集まりいただき、このような
座談会が開催できること、大変感激しております。世が
世なら拝謁すらできない皆様と同席させていただける
ことに感謝しております。
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本日は、食事をしながらの座談会ですので、ざっくばら
んにご歓談いただき、皆様方の先祖が四百年以上
前、この地で団結し平和国家を目指されたことに思い
を馳せながら、楽しいひとときをお過ごしいただきたい
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
市橋　乾杯の音頭を古澤会頭にお願いします。
古澤　この岡崎は家康公生誕の地でございまして、
これまで生誕祭をやってまいりました。この薨去四百年
を迎えるにあたり、静岡では大変重きを置かれ、宗家
をお迎えして盛大にやろうという話が出た際、宗家の
方から岡崎を誘ってはどうかということでお声をかけて
いただきました。静岡商工会議所から連絡をいただい
た時、是非やりましょうということで即答しました。３年前
から参加させていただき、行政と一体となってこのよう
な形でいろいろできることを嬉しく思っています。
振り返ると、三百年祭は大変盛大にお祝いをされたと
いう記録が残っており、この四百年祭もいろいろな面
で取り組んでいます。今年の12月26日がクロージング
になるわけですが、来年の市制施行100周年に繋げ
ていき、この四百年祭を一過性のイベントではなく、家
康公についていろいろな面で勉強し、引き継いで繋い
でいきたい。地域が今後どう活性化していくかについ
て、取り組んでいきたい。
皆様が益々お元気で、それぞれの地域でご活躍いた
だき、岡崎が生誕の地としてこれからも頑張ることを祈
念いたしまして杯を上げたいと思います。ご唱和願い
ます。乾杯！

市橋　後ほど料理長より料理の説明がありますが、こ
こに「焼き味噌」がございます。家康公22歳、一向一

揆で出陣した時に、大久保忠世の妻が家康公に焼き
味噌を出して大変喜ばれたという記録が残っておりま
す。岡崎では八丁味噌が定番ですので、どうぞご賞
味ください。
それでは、箸を進めていただきながら、まずは自己紹介
ということで、德川様から時計まわりにお願いします。
皆様方の第一のふるさとは岡崎だと思っております
が、第二のふるさとについて繋がりや、今のお住まいと
は違う所で何か交流がありましたらあわせてご紹介を
お願いします。
德川　徳川を継いでおりますが、生まれは会津松平
家です。徳川家17代の家正公が祖父にあたります
が、家正の娘（母）が会津松平家に嫁ぎまして次男坊
として私が生まれました。徳川の家の男の子が亡く
なってしまい、祖父に大変かわいがられ、お相撲にも
最初に連れて行ってもらい、なんていいおじいちゃまな
んだろうと思っておりましたが、その頃から餌をまかれ
ていたようです。「ナナ」と呼ばれていたのですが、中
等科に入った頃、「ナナ、おうちに来るかい？」と言わ
れ、「うん、いいよ。」と言ったのが始まりで、中等科３年
の時に德川の家に入り、姓が德川に変わりました。同
じクラスに田安徳川家の親友がおり、彼が越前の松
平に養子にいったので、同じクラスの中で松平が徳川
に、徳川が松平になって、皆に笑われた。大変な家と
思わず、いたずら坊主で、当時、真田十勇士が大変
流行っており、いかに徳川が悪い奴で、どうしても真田
十勇士に近づけないということを懇 と々祖父に説明し
た覚えがあります。德川の当主になると思っておらず、
また、德川の当主がとても忙しくあちらこちらに行くとい
うことも知りませんでした。
最近、歴史の本などを見るにつけて、今の政治や世
界を見ると、家康公のような方がたくさんおられてもう

少し日本も世界も上手くいくといいなとつくづく思うこと
が多くなりました。日本が二百数十年の平和を保った
江戸時代に欧米の諸国は70回、80回と戦争を重ね、
世界中を植民地にしましたが、その反動が今日まで続
く世界各地での戦争です。日本は明治に入って西欧
に負けるなと戦争を続ける道を選んだ訳ですが、これ
は明らかに間違った道でした。今の世界を心配すれ
ばするほど、徳川時代の文化や考え方をもう少し広め
ないと、という気持ちです。
德川夫人　私の里は薩摩の寺島と申します。元総理
大臣の細川護煕さんは従兄妹にあたります。徳川家と
は繋がりがなく、いつも傍観者的でしたが、金婚式も済
ませ、今はもうすっかり徳川の家に巻き込まれておりま
すが。
深田　志交流勉強会おかざき塾をやっております。
元々は地元の酒蔵ですが、転機は愛・地球博です。
その時のテーマは自然の叡智で、持続可能な社会と
いうことばが頻繁に使われるようになりました。これらの
言葉が家康公や江戸時代と繋がり、私たちが21世紀
に各地に訴えなければならないことだと感じ、酒蔵から
勉強会を始めました。万博の頃、德川記念財団が立
ち上がり、作文コンクールなどでご一緒させていただき
親しく勉強させていただいております。
勉強会を通じて、岡崎のグランドデザインを求め、「江
戸のふるさと岡崎」という言葉で表現しようと考え提案
してきました。岡崎が単に江戸への出発点ということで
はなく、江戸という社会そのもののふるさとにならなけ
ればならない、岡崎のまちづくりの根幹であろうと提案
しています。あれから10年経ってこの家康公四百年
祭、ここから岡崎のまちが出発していく機会にしたいと
いう思いでおります。
市橋　今日を迎えるにあたり先祖について調べてみま
した。私は岐阜出身で、亡くなった父から織田信長の
家臣だったと聞かされていましたが、どう調べてみても
お百姓さんだと思っております。父が死ぬまで言い続
けたので、そう（織田の家臣）だったよと言って見送りま
した（笑）。
榊原　私で１７代目。徳川家とのご縁は、榊原康政が
上野城で生まれ、幼い頃から徳川家の菩提寺である
大樹寺で学問をしたと歴史的には聞いています。母
が徳川慶喜さんの孫なので、親しくさせていただいて
います。
お城は、岡崎を出て徳川さんと一緒に江戸に上がり、
館林→会津→姫路→村上→姫路→高田と移り、最

後の高田で128年居たので、高田とのお付き合いが
一番深いです。自分は悪ガキで歴史の知識はありま
せんが、上越の博物館の研究員さんが詳しく調べてく
れたり、「榊原サミット」ということで豊田、姫路、館林、
上越の４市長とお付き合いがあります。年に１回持ち
回りで行っています。水害や災害時に助け合おうとい
うことで豊田市長からお声がけがあり、先代が始め20
年以上になります。
本多　私で２２代目。父が昨年亡くなり、今年からいろ
いろな催しに参加したり、雑誌やテレビなどの取材が
増えました。10歳か11歳の頃本多になりまして、それ
から毎年、岡崎の夏のおまつりへ来させてもらっていま
す。今でも本多のものは岡崎へ預けさせてもらい、展
示等していただいています。祖母の代に岡崎とのつな
がりを持たせていただいています。（千葉県の）大多
喜とも繋がりはありますが、岡崎が一番繋がりが強い
です。
市橋　本多家は、第一のふるさとも第二のふるさとも
岡崎だと思っております。本多忠次邸が岡崎で再建さ
れております。
古澤　岡崎は老舗の企業が多くあり、約3,000社のう
ち、百年以上の企業が約170社ほどあります。その中
で、私は父の事業を継いだ２代目で、３代目にシフトし
たところです。３代目が事業を継続していくことは大変
なことと感じております。深田さんとは中学から大学ま
で一緒で、彼が１年後輩です。私は実業の方しかやっ
ていないですが、このような席に参加できるのも家康公
のおかげだと思っています。時代が変わっていることも
感じており、これからの岡崎のあり方について勉強して
いきたいです。
大岡　私で１５代目。２代忠政の時代に武功があり、
家康公から相模（現・茅ヶ崎）に領地をいただきまし
た。そちらに浄見寺（浄土宗）を菩提寺として建て、
代々の墓を守っていただいております。５代忠相が江

戸町奉行として、今で言う司法、行政、警察をとりまと
めたような仕事についており、そのおかげで、西大平
藩を拝領いたしました。大きな戦で分を上げて偉くなっ
た大大名とは違い、一生懸命働いて出世したサラリー
マン大名だったと思っています。何事も真面目にコツコ
ツやる家系でございます。父は元気ですが、高齢のた
め私が代理で参加させていただきました。
２代の茅ヶ崎と５代以降の岡崎がゆかりの都市として
文化交流が続いていることは、嬉しく思います。東京に
住んでいますが、茅ヶ崎に行っても岡崎に来ても徳川様
のご縁の中で生かさせていただいていると感じます。
市橋　越前の守・忠相は有名ですが、お父様もタダス
ケさんとおっしゃるのですよね。
初代の忠勝公は清康、広忠、家康と３代に仕えたよう
で、かなり古くからの譜代の家臣で活躍をされていた
のですね。
大岡　すけの字が違いますが、そうです（忠輔）。小さ
な家ですが、テレビのおかげで名前だけは有名になり
ました（笑）。
大給　私で１４代目。大給家のもとは松平で、岡崎は
一番のふるさと。
大給家の最後（江戸から明治に変わるころ）におりま
したのは、佐久（臼田）龍岡城でした。龍岡城は、函館
の五稜郭と形状が同じ城で、そのミニ版を造ったと言
われており、もっと多くの方に知っていただきたいと思っ
ていますが、なかなか広まらないのが現実です。
７年前に亡くなった父は尾張徳川家の三男坊で大給
家に養子に入りました。両親が結婚した時の新聞報
道は、父を岡崎の奥殿藩主と紹介しており、城のある
佐久の人たちは大変落胆したと聞いています。佐久
からは曾祖父の代に東京に移りましたが、父は一度も
戻らず不義理をしておりましたことから、私の代で何か
お返しすることができたらと思い、現在は東京に臼田
出身の方の会があるので、そちらのお手伝いをしてい

ます。
今日は車でこちらにきましたが、岡崎の桜は大変きれ
いで感動しました。岡崎には、夏の花火大会に招かれ
伺ったことがありますが、花火大会の終わった後にたく
さんのゴミがありましたが、翌朝にはきれいに掃除され
ており、どこでもできることではないと大変感心した覚
えがあります。岡崎とは、今後ともお付き合いをさせて
いただきたいです。
市橋　大給恒様が日本赤十字社の創設の一番の功
労者だと思いますが、今でも赤十字社のお役をやられ
ているのですか。
大給　はい。４年前に日本赤十字社を退きまして、関
連の会社に勤めております。本社の社屋管理の会社
に３年おりまして、現在赤十字が所有する施設・車両
などの各種保険業務を行っている会社におります。
内田　私が住んでいるのは康生町という名前で、か
つては城郭の中にありました。明治維新以降、市街地
になっていった際、家康公が生まれた場所だからとい
うことでこのような名前になりました。武家屋敷があった
ところで、誰が住んでいたのかは知りませんでしたが、
市橋先生が探してきてくれた江戸時代の土地図により
ますと、なんと榊原康政邸のあった所ということがわか
りました。お城の見える所で育ち、よくお城を見てぼん
やりして先生に叱られた覚えがあります。お城や岡崎
の歴史については子どもの頃からよく調べたものです。
内田という名前は、いかにも明治維新後、自分の田ん
ぼができてうれしくて百姓が付けたものだと思いこんで
いましたが、岡崎の北部の方に、鎌倉時代から続く家
系図を見せていただいたことがあり、内田家は昔から
あって分家の末裔が私だということでした。
【さきほど長州のお話が出ましたが、最初に秘書でお
世話になったのが、安倍晋太郎先生でした。先生は
大変優しく迎えてくださいましたが、「よく徳川の岡崎か
ら長州の秘書になったな、まずいと思わなかったの
か。」と最初に言われました。安倍総理夫人の昭恵さ
んのご実家である森永の工場が岡崎にあったりした
ご縁もあり、現在も親しくさせていただいております。】
岡崎はこれまで産業都市として発展してきました。愛
知県全体で工業出荷高が40兆円ありまして、その半
分の21兆円はこの西三河で生産しております。そのた
めに、ふるさとの素晴らしい歴史を蔑ろにして戦後
走ってきた面がございます。前回の選挙で、「歴史的
な文化遺産を活かしたまちづくり」、「河川を活かしたま
ちづくり」を掲げました。新しい街の計画の中で、セント

ラルアベニューという道路を計画しておりますが、そこ
に四天王の石像の設置を考えており、それぞれのエピ
ソードを取り入れた歴史に繋がるものにしたいです。ま
た、東岡崎駅前には生誕地なのに何もないので、仙台
の伊達政宗像に負けないような若き日の家康公像を
建てたいと思っております。
井伊　井伊直政を初代として私で１８代目。歴史上有
名になったのは井伊直政からです。直政が２歳の頃、
父親が今川に殺され、その後母親が別の家に再嫁し
たことから、一旦井伊の名字でなくなりました。しかし、
15歳の時に家康公に召し抱えられ、再び井伊を名乗
ることができ今に続いています。井伊家は、四天王のう
ち唯一三河出身ではありません。関ヶ原の戦いのあと
石田三成の城だった佐和山城をもらい、その後、息子
の代に新しく彦根城を造りました。初代以降、彦根を
動いていないことや、先々代の直愛が昭和28年から
平成元年まで９期36年彦根市長を務めたこともあり、
井伊家と彦根とは非常に深い関係があります。
酒井　酒井忠次を祖といたしまして私で１８代目。焼き
味噌懐かしいですね。祖母が茶碗に味噌をつけて食
べていたのを思い出しました。岡崎から食文化が流れ
てきたのかなと思います。
酒井家は転勤族で、吉田（豊橋）→臼井（佐倉）→高
崎→高田（榊原さんの前任者）→松代（長野）→庄内
に入りました。
先日、教育テレビの取材がありまして、信康公の取材
でお話ししたことですが、庄内藩では、徳川信康公を
祀っている立派な社があります。1676年に支藩である
松山藩に忠次公と信康公を祀るよう命じて造らせたも
ので、２年に１度、幕府から目付がきて警護の行列をし
たり、甫嶺祭をしたりしていたようです。幕府の目を憚り
ながら小さくおまつりをしていたそうです。酒井家として
は大々的にはお参りはしませんが、立場上、信康公を
かばいきれなかったことが終生、酒井家の中に残って

います。
市橋　信康事件も築山事件も、江戸時代から書かれ
た資料が多く、実際がはっきりしない。ドラマなどで断じ
てしまわれることが残念だなと思うことがあります。
　ちょうど焼き味噌のお話が出ましたが、いかがです
か。昔は湯漬けに焼き味噌をつけてよく食べたと言わ
れますが。
榊原　私は好きです。どこで食べたかは覚えてない
が、初めてではないです。
内田　戦の時は、糒と焼き味噌だったんですよね。
古澤　焼き味噌にはお酒が合います。八丁味噌は伝
統製法を受け継いで作られていて、子どもの頃から高
級品ではあったが、いろいろな所で食べさせていただ
いています。赤味噌、豆味噌は当たり前で育ったの
で、濃いとか言われますが、なんの抵抗もなくいただい
ています。
德川夫人　普段は違いますが、岡崎から赤味噌をご
縁でよくいただくので、よく食べます。美味しいと思いま
す。最近は米味噌が多いですが、豆味噌なのですね。
酒井　東北ですが、普段から赤味噌です。

市橋　今日のテーマは、「ようこそ」ではなく、「おかえり
なさい」です。今日のお料理はこのテーマに沿って考
えていただいたようですので、料理長から説明をお願
いします。ちなみに、料理長は私の中学の教え子で、
第１回から家康公検定を毎年受験し、いつも90点以
上の高得点です。日頃からの熱心な勉強が今回の料
理に活かされていると思います。
渡辺料理長　皆様、おかえりなさい。大変素晴らしい
機会を頂きましてありがとうございます。本日、お玄関に
は、来賓８名の皆様が重なり合う、つまり、たくさんお話
をされ、話の中に大きなお花を咲くようにと八重桜を用

意いたしました。家康公や三河武士にはたくさんの食
に関するエピソードがございます。家康公がお生まれ
になった頃は、東に今川、西に織田という大変な状況
であった当時の三河を思いながら、戦国から現在の
ふるさとのストーリーを表現しました。
先付は、戦国を思い、干し飯に焼き味噌、食前酒には
濁り酒を用意致しました。焼き味噌は、大久保忠世の
妻のエピソードがございます。そして、小吸い物として、
ウサギ汁の清ましを用意致しました。林藤助のエピ
ソードもあり、徳川様では、毎年お正月に召し上がられ
ていると伺っております。前菜は、江戸時代から街道
のはやりものとして鮎や蛸が評判になっていたようで
す。現在では小女子が非常にたくさん獲れます。お椀
は、春の三河の風物詩としてあさりが美味しくなってお
ります。東京にも大量に出荷しておりまして、一色でと
れたものです。お造りは、三河の玄関口碧南大浜より
揃えました。大浜は徳川様のご先祖も訪れた地です。
焼き物は、竹の子を材料に竹千代君を思いながら、鴨
を使い、成長された家康公の鷹狩りを表現しました。
強肴は、三河の代表であるシャコです。揚げ物は、家
康公は天ぷらがお好きだったということで、鷹狩の接
待に茶屋四郎次郎が当時使ったと言われる「かやの
油」で鯛と穴子を揚げました。締めのごはんは、伊賀
超えの佃煮と八丁味噌のお味噌汁でふるさとを感じ
ていただきたいと思います。
最後になりますが、本日おかえりなられた８名の皆様が
食事を通じて、ふるさとの桜のように話に花を咲かせ、
これからもお付き合いが続きますことを願っております。
德川　伊賀超えの佃煮とはどういう
ものですか。
料理長　伊賀超えの際に船頭が川
魚を干したものを出し、家康公が非
常に喜ばれたと聞いております。江戸
に移られた際に神崎川の近くの漁民
（佃村）を呼び寄せて作らせ、後に佃
煮となったそうです。佃島の地名の由
来でもあります。当店で作ったものに
なります。
市橋　德川様には鯛の天ぷらに気
を付けてもらいたいです（笑）。前菜
に鮎の甘露煮がありましたが、十返
舎一九の東海道中膝栗毛の中で、
弥次さん、喜多さんが岡崎宿に入っ
て最初に食べたのが「鮎の煮浸し」

で、大変美味しいと書かれております。鮎も岡崎の名
物だったはずということで今回入れられたと思います。
赤味噌の文化は全国的にはないようですが普段はい
かがですか。
大岡　東京ですが、普段でも赤味噌は食べます。
榊原　お味噌汁の具によって、赤、白、ミックスを使い
分けています。豆腐は何でも合いますが、なめこは八
丁味噌が合うと思います。
内田　中学の修学旅行で東京に行った時、朝食の
お味噌汁が白味噌で、何なのか聞いた覚えがありま
す。その時初めて、赤味噌がマイノリティと知りショック
を受けました。
榊原　赤味噌と八丁味噌は正式には違うんですよ
ね。東京は出し汁に味噌を溶かすくらいの感覚なので
煮込まないが、八丁味噌は翌日煮て食べるくらいが美
味しくて好きです。
古澤　名古屋で八丁味噌が商品名として使われて
いるので、岡崎では老舗の２社が協同組合を作って
「岡崎八丁味噌」というブランディングをしています。よく
混同されますが、本場は岡崎の豆味噌です。
市橋　家康公は健康に気を付けて長寿だったという
ことですが、何か気を付けていることがありますか。伝
統的に食べているものなどあれば。
德川　まったく気を付けていません。自由奔放に食べ
て飲んでいます。伝統的なものも特にないです。
市橋　駿府時代に侍女たちに漬物の味を辛くするよ
う命じたのは、少しの漬物でたくさんのごはんが食べら
れるからだということだったようですが。

德川　家康公は最後まで、焼き味噌とにぎりめしを
持って、若者たちを連れて回っておられたそうです。そ
の先で鯛が美味しくて食べ過ぎて・・・ということですが、
その鯛がどんな鯛だということでよく揉めるんです（笑）。
市橋　戦国武将のなかでも家康公の健康管理は突
出していたと思います。当時の豆味噌の持つ栄養、滋
養強壮によいということが影響していたのではと、手前
味噌で思っています。
榊原　出たものを食べ、好き嫌いなしが健康に一番よ
いと思っています。ゲテモノも食べます。海外へ行って
も、その国のものを食べることにしています。海外で日
本料理屋に入るということはしません。
大給　大給家のものは特にないですが、我が家で
は、お茶漬けと納豆を食べることがなく、成人するまで
食べたことがありませんでした。ある時、料亭でお茶漬
けをいただき、こんなに美味しいものかと知り、家で
作ってもらったのですが、ただお茶をかけたものでまず
く、（料亭のように）出し汁がきいているお茶漬けでない
と美味しくないことを知りました。また、納豆を京都で初
めて食べましたが、食べ方がわからずそのまま食べた
ので、匂いばかりで美味しくありませんでした。佐久で
はイナゴや蜂の子など皆があまり手を出さないものが
出てきて困ることがありました。かつて、佐久で昔の結
婚式で出されていた料理をいただきましたが、日持ち
のする材料が使われ、当時の状況を知ることが出来ま
したが、出ていました蕎麦は現在たべているものと違
い、あまりおいしいと思いませんでした。

市橋　それぞれのお家で、代々伝えられているものな
どがありましたら教えてください。
本多　当主が亡くなるとお墓に刀を入れると祖母から
聞いたことがあり、実際、父の納骨時に８～10本錆び
た刀が棹と一緒に入っていまして、本当だったのだな
と驚きました。忠勝のお墓は桑名にあり、代々の墓は谷
中墓地あります。
内田　刀というのは、埋葬するために特別にあつらえ
るものか、代々伝わる刀ですか。
本多　昔からあるものではないと思います。
榊原　きっと生まれた時に作る「御守り刀」ではないで
すか。
お墓と言えば、当家は城を転 と々していたので、各地
にお墓があります。自分の生まれた時は36ヵ所にあり

ました。現在お付き合いしているのは16ヵ所です。毎
年盆暮れには妻が一筆添えて線香代程度を送って
います。３、４年前に村上のお墓に行ったところ、大変
感激され、お付き合いも深くなりました。先代が大体史
跡にしてくれていましたが、今年、高田政岑（姫路で浴
衣まつりを始めて徳川家からひんしゅくを買った殿様で
すが）のお墓を文化財にしてもらいました。政岑は徳
川家から見ると犯罪者ですが、歴史として残すべきも
のがありますし、文化財に指定してもらえるのは個人
負担でなくなるのでありがたいです。東日本大震災で
館林のお墓が５、６基崩れ、修復に３千万円かかると
いうことでしたが、群馬県の管理でしたのでお任せし
ました。今は我が家よりも丈夫な耐震装置が入ってい
ます。
市橋　大岡さんは、「大岡裁き」で有名ですが、何か

伝えられているものはありますか。
大岡　大岡越前守日記や公務の記録など、書物の
類は多く残っています。現在は文化庁さんにお預けし
ています。まち火消しを組織したことで、江戸消防記念
館と繋がりがあり、今でも法要では法被姿で木遣りを
してくれます。
「大岡裁き」が有名で裁判所のイメージが強いです
が、”裁きもの”は半分フィクションではないでしょうか。
実際は、経済政策、新田開発、火消しなど司法だけで
なく行政官でもあったと思います。
内田　岡崎の西大平には大変立派な絵が残ってい
ます。文化人みたいな方もいたようですね。
井伊　私は先代の婿養子ですが、結婚後半年余り
で養父が亡くなったため、特に直接受け継いだものは
ありません。ただ、男子の名前には代 「々直」の字が使
われます。直弼のお父さんの代くらいから、「直」の下
の字はへんとつくりがわかれない左右対称に近い漢

字を使うことになっています。直弼のお父さんが「直
中」、その次が直亮、直弼、直憲、直忠、直愛、直豪
（先代）です。どちらに偏ることなく分け隔てなくというこ
とのようなので、受け継いでいくつもりで、息子にも付け
ました。どういう名前にしようかというよりどの字をつけよ
うか、という感じです。
市橋　戊辰戦争で唯一官軍を破ったのが庄内藩
（酒井藩）。周りが負け、降伏するなか、領民たちと一
緒になって最後まで頑張ったという珍しいお家ですが。
酒井　長篠の合戦後、信長公から戦功も含めて拝領
した「真光」という太刀と家康公から拝領した「信房」
という備前の太刀が伝わっており、国宝となっていて、
この２組が一番の宝と思っています。
今、市から助成をいただいて文化支援調査をしてい
て改めて思うのは、江戸時代の文化というのはすごく

深いものだなということです。江戸の社交として、それ
ぞれの大名家が点取俳諧をやったり、冷泉家と文通
しながら和歌をしていたようです。また、不思議なのは、
浜松の頭蛇寺城のご朱印状が、なぜか酒井家に
残っています。一揆などの時に頭蛇寺の松下家に協
力したことなどの流れかなと思っていますが、代々の将
軍家のご朱印状は見たことがなく、返せといわれると
困るので公表してよいものかどうかと思っています
（笑）。
また、会津若松や伊達藩など各地のお城の古絵図が
残っています。北海道から沖縄まであり、当時の大名
家は国全体を考え、いつ何時もかけつけられるようにと
いうことだったのかなと思っています。
昨年12月、鶴岡市はユネスコの食文化創造ネットワー
クに認定され、日本で唯一食文化で認定されました。
江戸から育ててきた甲州ぶどうを使った「月山ワイン」
があり、金賞を取りました。甲州ぶどうというのは品種で

すが、山梨の甲州ぶどうより、鶴岡の甲州ぶどうの方が
味がよいようです。食文化という形で伝統野菜が伝わ
ることは嬉しいことです。

市橋　明日はいよいよみなさんにもご参加いただく家
康行列です。明日に向けての気持ちやふるさと岡崎に
向けて一言いただいて会を閉めたいなと思います。
ちょうど３年前に古澤さんが家康役をやりましたので、
まずはその時の感想をお願いします。
古澤　家康行列は今年で56回目となります。私は乗
馬の経験がなく、市から１回分のトレーニング費用をい
ただきましたが、見苦しい乗り方をしてはいけないとい
うことで、自費で９回追加練習をして臨みました。当時
の人たちがどういう感覚で乗っていたかわかりません
が、すごく見渡せて眺めがよく、一生忘れられない思い
出です。通常の行列は700名ですが、今年は四百年
祭ということで総勢800名でより盛大に行われます。
酒井　先祖の地に来られて本当に感無量です。岡崎
市のご発展をお祈りしております。
井伊　四天王のなかでは新参者でございますが、岡
崎の発展を祈りながら行列に参加させていただきます。
大給　かなり前になりますが、現在の奥殿陣屋の奥
で放置されておりました代々のお墓をきれいに整備し
ていただき、本当に感謝しています。岡崎とは今後とも
末永いお付き合いをお願いします。
大岡　おかえりなさいと書いていただきまして、本当に
ふるさとに戻ってきたという感覚で家康行列を楽しみ
たいと思います。茅ヶ崎も規模は違いますが大岡祭と
いうパレードがあります。馬には市長、議長、会頭が持
ち回りで乗るのですが、岡崎の馬上の役にも市民が
参加する方法は参考になりました。
本多　みなさんとお会いするのは初めてでした。夏の
花火は毎年見ていましたが、桜が有名というのは知り
ませんでした。桜のなかの行列を楽しみたいと思います。
榊原　榊原サミットの４市（豊田市、姫路市、館林市、
上越市）以外、岡崎とのご縁を知らずにおりました。市
長さんがうちの土地に住んでらっしゃるということで、借
地料をいただかないといけないですね（笑）。当家は
転々としていたので、どこへ行っても歓迎していただ
き、祀っていただきありがたいです。このような機会を大
事にしていきたいです。今後も岡崎のみなさんと親しく
させていただければと思います。岡崎の発展を切に

願っております。
内田　ちなみに血縁関係はないそうですが、お隣の
西尾市長さんは、榊原康正というんですよ。
榊原　まさの字が違いますが、新聞などで存じていま
す。ご縁はないそうですが。
榊原は、三重県の榊原温泉が発祥の地です。伊勢
神宮の大宮司をしていたようで、榊原村は伊勢神宮
にサカキを奉納して、江戸から伊勢神宮へお参りする
方が温泉で体を清めて行ったという話をきいています。
深田　全国に武将行列はありますが、岡崎らしい武
将行列を市民としては期待したいです。歴史的には、
本多候を祀る映世神社の祭典で戦法鍛錬の儀式が
始まりで、明治になってから、映世神社と東照宮が一
緒になって今の龍城神社になり、本多家藩主に対す
る恩義を忘れてはいけないという不忘義団ができ、岡
崎のまちを練り歩いたものです。戦後、今のような観光
的なものになっていくわけですが、歴史的な背景を汲
んで、全国の武将行列の根幹となる品格のあるもの
であってほしいです。
本多忠勝公は家康公より少し前に亡くなっているので
すが、明治天皇の崩御で自粛され、三百年祭で、忠
勝公と家康公を一緒にしてお祭りをやりました。その
翌年が岡崎の市制施行の年となりました。
市橋　今日は床の間に鎧具足が飾ってございます。
家康公19歳、桶狭間の合戦の時に大高城に兵糧を
入れるという任務を背負った際に着用していたと伝わ
る「金陀美具足」のレプリカです。本物は久能山東照
宮にあって、200年以上ずっと江戸城の大名控えの
間に飾り、家康公自立の時の姿を各国の大名に見せ
たそうです。
岡崎公園には、この鎧を着た19歳の家康公像があり
ますが、その手前に59歳の家康公像もございます。こ
の像は350年祭の時に建立されたものですが、静岡
や浜松にも家康公の像はございますが、依怙贔屓な
しにこの像は品があり、私は一番好きです。関ヶ原合
戦の勝利後ですが、誇らしげに上を向くのではなく、む
しろうつむき口を結んでいる。多くの血が流れて天下
統一したことを背負っていると思うのです。
德川　若い頃、松平健さんと一緒に家康行列に参加
して、みなさんには「あの人、誰？」という感じだったと思
います。馬は大学時代よく乗っており、当時は材木２段
くらいなら飛べる腕前でした。
市橋　今日は、楽しいお話や驚きのお話など、盛りだく
さんお聞かせいただきました。

最後に深田さんからお礼のことばをお願いします。
深田　歴史を超えたサミットのような形で、貴重なお
話を数々聞かせていただきました。最後に八丁味噌
の味噌汁を飲んでいただき、味わっていただきたい。
この会をやるにあたり市から相談を受け、ふるさとに
帰ってきていただいたという「おかえりなさい」という気
持ちでお迎えしましょうと伝えました。料理長も随分勉
強してくれました。
江戸時代の300藩のうち120～130は三河出身です。
全国の３分の１はこの地域から全国のまちを作ってき
たということで、日本のふるさとそのものがこのまちでな
くてはいけないと思います。岡崎には謙遜半分、冗談
半分で、家康公が有能な家臣団を全部連れていって
しまったので、岡崎にはカスしか残っていないという言
い伝えがありますが、そんなことはありません。「士」と
「土」の文化という事が言われます。似た字ですが、
「士」は果実を作り「土」は芽を作り続けます。武士が
出て国を作り、ふるさとの「土」は新しい芽をつくり続け
ます。岡崎はふるさとの「土」であり、次の人材を作って
ゆく学びの町でありたいと思います。「家康公に学ぶ」
という姿勢で勉強していくことが岡崎の使命だと、この
四百年祭を通して考えていきたいと思います。
本当にありがとうござました。
市橋　ご無礼なことも多々あったと思いますが、お許
しください。これをご縁に交流を深めていただけたらあ
りがたいと思います。拙い司会で申し訳ありませんでし
た、ありがとうございました。
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市橋　家康公と十六神将、二十神将、二十四神将
の絵はいろいろあり、たいてい家康公をトップに縦並び
になっていることが多いのですが、岡崎の法蔵寺に伝
わっている十六神将図は、珍しく“車座”になっていま
す。今日は気楽な楽しい会にしたいので、この図にち
なんで車座の配席にしました。身分の上下なしにやり
たいと思います。
では、始めに内田市長より歓迎のことばをお願いします。
内田　岡崎市長の内田康宏でございます。名前に、
断りなく“康”の字を拝借しております。

本日は、遠いところ、徳川家康公生誕の地　岡崎まで
ようこそへお出で下さいました、心より歓迎申し上げま
す。本年2015年が、家康公の四百回忌にあたること
から、「家康公四百年祭」として、静岡市さん、浜松市
さんと一緒に１月より記念事業を開催しております。そ
の記念事業の一環といたしまして、德川様はじめ、ゆ
かりのご当主の皆様方にお集まりいただき、このような
座談会が開催できること、大変感激しております。世が
世なら拝謁すらできない皆様と同席させていただける
ことに感謝しております。

本日は、食事をしながらの座談会ですので、ざっくばら
んにご歓談いただき、皆様方の先祖が四百年以上
前、この地で団結し平和国家を目指されたことに思い
を馳せながら、楽しいひとときをお過ごしいただきたい
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
市橋　乾杯の音頭を古澤会頭にお願いします。
古澤　この岡崎は家康公生誕の地でございまして、
これまで生誕祭をやってまいりました。この薨去四百年
を迎えるにあたり、静岡では大変重きを置かれ、宗家
をお迎えして盛大にやろうという話が出た際、宗家の
方から岡崎を誘ってはどうかということでお声をかけて
いただきました。静岡商工会議所から連絡をいただい
た時、是非やりましょうということで即答しました。３年前
から参加させていただき、行政と一体となってこのよう
な形でいろいろできることを嬉しく思っています。
振り返ると、三百年祭は大変盛大にお祝いをされたと
いう記録が残っており、この四百年祭もいろいろな面
で取り組んでいます。今年の12月26日がクロージング
になるわけですが、来年の市制施行100周年に繋げ
ていき、この四百年祭を一過性のイベントではなく、家
康公についていろいろな面で勉強し、引き継いで繋い
でいきたい。地域が今後どう活性化していくかについ
て、取り組んでいきたい。
皆様が益々お元気で、それぞれの地域でご活躍いた
だき、岡崎が生誕の地としてこれからも頑張ることを祈
念いたしまして杯を上げたいと思います。ご唱和願い
ます。乾杯！

市橋　後ほど料理長より料理の説明がありますが、こ
こに「焼き味噌」がございます。家康公22歳、一向一

揆で出陣した時に、大久保忠世の妻が家康公に焼き
味噌を出して大変喜ばれたという記録が残っておりま
す。岡崎では八丁味噌が定番ですので、どうぞご賞
味ください。
それでは、箸を進めていただきながら、まずは自己紹介
ということで、德川様から時計まわりにお願いします。
皆様方の第一のふるさとは岡崎だと思っております
が、第二のふるさとについて繋がりや、今のお住まいと
は違う所で何か交流がありましたらあわせてご紹介を
お願いします。
德川　徳川を継いでおりますが、生まれは会津松平
家です。徳川家17代の家正公が祖父にあたります
が、家正の娘（母）が会津松平家に嫁ぎまして次男坊
として私が生まれました。徳川の家の男の子が亡く
なってしまい、祖父に大変かわいがられ、お相撲にも
最初に連れて行ってもらい、なんていいおじいちゃまな
んだろうと思っておりましたが、その頃から餌をまかれ
ていたようです。「ナナ」と呼ばれていたのですが、中
等科に入った頃、「ナナ、おうちに来るかい？」と言わ
れ、「うん、いいよ。」と言ったのが始まりで、中等科３年
の時に德川の家に入り、姓が德川に変わりました。同
じクラスに田安徳川家の親友がおり、彼が越前の松
平に養子にいったので、同じクラスの中で松平が徳川
に、徳川が松平になって、皆に笑われた。大変な家と
思わず、いたずら坊主で、当時、真田十勇士が大変
流行っており、いかに徳川が悪い奴で、どうしても真田
十勇士に近づけないということを懇 と々祖父に説明し
た覚えがあります。德川の当主になると思っておらず、
また、德川の当主がとても忙しくあちらこちらに行くとい
うことも知りませんでした。
最近、歴史の本などを見るにつけて、今の政治や世
界を見ると、家康公のような方がたくさんおられてもう

少し日本も世界も上手くいくといいなとつくづく思うこと
が多くなりました。日本が二百数十年の平和を保った
江戸時代に欧米の諸国は70回、80回と戦争を重ね、
世界中を植民地にしましたが、その反動が今日まで続
く世界各地での戦争です。日本は明治に入って西欧
に負けるなと戦争を続ける道を選んだ訳ですが、これ
は明らかに間違った道でした。今の世界を心配すれ
ばするほど、徳川時代の文化や考え方をもう少し広め
ないと、という気持ちです。
德川夫人　私の里は薩摩の寺島と申します。元総理
大臣の細川護煕さんは従兄妹にあたります。徳川家と
は繋がりがなく、いつも傍観者的でしたが、金婚式も済
ませ、今はもうすっかり徳川の家に巻き込まれておりま
すが。
深田　志交流勉強会おかざき塾をやっております。
元々は地元の酒蔵ですが、転機は愛・地球博です。
その時のテーマは自然の叡智で、持続可能な社会と
いうことばが頻繁に使われるようになりました。これらの
言葉が家康公や江戸時代と繋がり、私たちが21世紀
に各地に訴えなければならないことだと感じ、酒蔵から
勉強会を始めました。万博の頃、德川記念財団が立
ち上がり、作文コンクールなどでご一緒させていただき
親しく勉強させていただいております。
勉強会を通じて、岡崎のグランドデザインを求め、「江
戸のふるさと岡崎」という言葉で表現しようと考え提案
してきました。岡崎が単に江戸への出発点ということで
はなく、江戸という社会そのもののふるさとにならなけ
ればならない、岡崎のまちづくりの根幹であろうと提案
しています。あれから10年経ってこの家康公四百年
祭、ここから岡崎のまちが出発していく機会にしたいと
いう思いでおります。
市橋　今日を迎えるにあたり先祖について調べてみま
した。私は岐阜出身で、亡くなった父から織田信長の
家臣だったと聞かされていましたが、どう調べてみても
お百姓さんだと思っております。父が死ぬまで言い続
けたので、そう（織田の家臣）だったよと言って見送りま
した（笑）。
榊原　私で１７代目。徳川家とのご縁は、榊原康政が
上野城で生まれ、幼い頃から徳川家の菩提寺である
大樹寺で学問をしたと歴史的には聞いています。母
が徳川慶喜さんの孫なので、親しくさせていただいて
います。
お城は、岡崎を出て徳川さんと一緒に江戸に上がり、
館林→会津→姫路→村上→姫路→高田と移り、最

後の高田で128年居たので、高田とのお付き合いが
一番深いです。自分は悪ガキで歴史の知識はありま
せんが、上越の博物館の研究員さんが詳しく調べてく
れたり、「榊原サミット」ということで豊田、姫路、館林、
上越の４市長とお付き合いがあります。年に１回持ち
回りで行っています。水害や災害時に助け合おうとい
うことで豊田市長からお声がけがあり、先代が始め20
年以上になります。
本多　私で２２代目。父が昨年亡くなり、今年からいろ
いろな催しに参加したり、雑誌やテレビなどの取材が
増えました。10歳か11歳の頃本多になりまして、それ
から毎年、岡崎の夏のおまつりへ来させてもらっていま
す。今でも本多のものは岡崎へ預けさせてもらい、展
示等していただいています。祖母の代に岡崎とのつな
がりを持たせていただいています。（千葉県の）大多
喜とも繋がりはありますが、岡崎が一番繋がりが強い
です。
市橋　本多家は、第一のふるさとも第二のふるさとも
岡崎だと思っております。本多忠次邸が岡崎で再建さ
れております。
古澤　岡崎は老舗の企業が多くあり、約3,000社のう
ち、百年以上の企業が約170社ほどあります。その中
で、私は父の事業を継いだ２代目で、３代目にシフトし
たところです。３代目が事業を継続していくことは大変
なことと感じております。深田さんとは中学から大学ま
で一緒で、彼が１年後輩です。私は実業の方しかやっ
ていないですが、このような席に参加できるのも家康公
のおかげだと思っています。時代が変わっていることも
感じており、これからの岡崎のあり方について勉強して
いきたいです。
大岡　私で１５代目。２代忠政の時代に武功があり、
家康公から相模（現・茅ヶ崎）に領地をいただきまし
た。そちらに浄見寺（浄土宗）を菩提寺として建て、
代々の墓を守っていただいております。５代忠相が江

戸町奉行として、今で言う司法、行政、警察をとりまと
めたような仕事についており、そのおかげで、西大平
藩を拝領いたしました。大きな戦で分を上げて偉くなっ
た大大名とは違い、一生懸命働いて出世したサラリー
マン大名だったと思っています。何事も真面目にコツコ
ツやる家系でございます。父は元気ですが、高齢のた
め私が代理で参加させていただきました。
２代の茅ヶ崎と５代以降の岡崎がゆかりの都市として
文化交流が続いていることは、嬉しく思います。東京に
住んでいますが、茅ヶ崎に行っても岡崎に来ても徳川様
のご縁の中で生かさせていただいていると感じます。
市橋　越前の守・忠相は有名ですが、お父様もタダス
ケさんとおっしゃるのですよね。
初代の忠勝公は清康、広忠、家康と３代に仕えたよう
で、かなり古くからの譜代の家臣で活躍をされていた
のですね。
大岡　すけの字が違いますが、そうです（忠輔）。小さ
な家ですが、テレビのおかげで名前だけは有名になり
ました（笑）。
大給　私で１４代目。大給家のもとは松平で、岡崎は
一番のふるさと。
大給家の最後（江戸から明治に変わるころ）におりま
したのは、佐久（臼田）龍岡城でした。龍岡城は、函館
の五稜郭と形状が同じ城で、そのミニ版を造ったと言
われており、もっと多くの方に知っていただきたいと思っ
ていますが、なかなか広まらないのが現実です。
７年前に亡くなった父は尾張徳川家の三男坊で大給
家に養子に入りました。両親が結婚した時の新聞報
道は、父を岡崎の奥殿藩主と紹介しており、城のある
佐久の人たちは大変落胆したと聞いています。佐久
からは曾祖父の代に東京に移りましたが、父は一度も
戻らず不義理をしておりましたことから、私の代で何か
お返しすることができたらと思い、現在は東京に臼田
出身の方の会があるので、そちらのお手伝いをしてい

ます。
今日は車でこちらにきましたが、岡崎の桜は大変きれ
いで感動しました。岡崎には、夏の花火大会に招かれ
伺ったことがありますが、花火大会の終わった後にたく
さんのゴミがありましたが、翌朝にはきれいに掃除され
ており、どこでもできることではないと大変感心した覚
えがあります。岡崎とは、今後ともお付き合いをさせて
いただきたいです。
市橋　大給恒様が日本赤十字社の創設の一番の功
労者だと思いますが、今でも赤十字社のお役をやられ
ているのですか。
大給　はい。４年前に日本赤十字社を退きまして、関
連の会社に勤めております。本社の社屋管理の会社
に３年おりまして、現在赤十字が所有する施設・車両
などの各種保険業務を行っている会社におります。
内田　私が住んでいるのは康生町という名前で、か
つては城郭の中にありました。明治維新以降、市街地
になっていった際、家康公が生まれた場所だからとい
うことでこのような名前になりました。武家屋敷があった
ところで、誰が住んでいたのかは知りませんでしたが、
市橋先生が探してきてくれた江戸時代の土地図により
ますと、なんと榊原康政邸のあった所ということがわか
りました。お城の見える所で育ち、よくお城を見てぼん
やりして先生に叱られた覚えがあります。お城や岡崎
の歴史については子どもの頃からよく調べたものです。
内田という名前は、いかにも明治維新後、自分の田ん
ぼができてうれしくて百姓が付けたものだと思いこんで
いましたが、岡崎の北部の方に、鎌倉時代から続く家
系図を見せていただいたことがあり、内田家は昔から
あって分家の末裔が私だということでした。
【さきほど長州のお話が出ましたが、最初に秘書でお
世話になったのが、安倍晋太郎先生でした。先生は
大変優しく迎えてくださいましたが、「よく徳川の岡崎か
ら長州の秘書になったな、まずいと思わなかったの
か。」と最初に言われました。安倍総理夫人の昭恵さ
んのご実家である森永の工場が岡崎にあったりした
ご縁もあり、現在も親しくさせていただいております。】
岡崎はこれまで産業都市として発展してきました。愛
知県全体で工業出荷高が40兆円ありまして、その半
分の21兆円はこの西三河で生産しております。そのた
めに、ふるさとの素晴らしい歴史を蔑ろにして戦後
走ってきた面がございます。前回の選挙で、「歴史的
な文化遺産を活かしたまちづくり」、「河川を活かしたま
ちづくり」を掲げました。新しい街の計画の中で、セント

ラルアベニューという道路を計画しておりますが、そこ
に四天王の石像の設置を考えており、それぞれのエピ
ソードを取り入れた歴史に繋がるものにしたいです。ま
た、東岡崎駅前には生誕地なのに何もないので、仙台
の伊達政宗像に負けないような若き日の家康公像を
建てたいと思っております。
井伊　井伊直政を初代として私で１８代目。歴史上有
名になったのは井伊直政からです。直政が２歳の頃、
父親が今川に殺され、その後母親が別の家に再嫁し
たことから、一旦井伊の名字でなくなりました。しかし、
15歳の時に家康公に召し抱えられ、再び井伊を名乗
ることができ今に続いています。井伊家は、四天王のう
ち唯一三河出身ではありません。関ヶ原の戦いのあと
石田三成の城だった佐和山城をもらい、その後、息子
の代に新しく彦根城を造りました。初代以降、彦根を
動いていないことや、先々代の直愛が昭和28年から
平成元年まで９期36年彦根市長を務めたこともあり、
井伊家と彦根とは非常に深い関係があります。
酒井　酒井忠次を祖といたしまして私で１８代目。焼き
味噌懐かしいですね。祖母が茶碗に味噌をつけて食
べていたのを思い出しました。岡崎から食文化が流れ
てきたのかなと思います。
酒井家は転勤族で、吉田（豊橋）→臼井（佐倉）→高
崎→高田（榊原さんの前任者）→松代（長野）→庄内
に入りました。
先日、教育テレビの取材がありまして、信康公の取材
でお話ししたことですが、庄内藩では、徳川信康公を
祀っている立派な社があります。1676年に支藩である
松山藩に忠次公と信康公を祀るよう命じて造らせたも
ので、２年に１度、幕府から目付がきて警護の行列をし
たり、甫嶺祭をしたりしていたようです。幕府の目を憚り
ながら小さくおまつりをしていたそうです。酒井家として
は大々的にはお参りはしませんが、立場上、信康公を
かばいきれなかったことが終生、酒井家の中に残って

います。
市橋　信康事件も築山事件も、江戸時代から書かれ
た資料が多く、実際がはっきりしない。ドラマなどで断じ
てしまわれることが残念だなと思うことがあります。
　ちょうど焼き味噌のお話が出ましたが、いかがです
か。昔は湯漬けに焼き味噌をつけてよく食べたと言わ
れますが。
榊原　私は好きです。どこで食べたかは覚えてない
が、初めてではないです。
内田　戦の時は、糒と焼き味噌だったんですよね。
古澤　焼き味噌にはお酒が合います。八丁味噌は伝
統製法を受け継いで作られていて、子どもの頃から高
級品ではあったが、いろいろな所で食べさせていただ
いています。赤味噌、豆味噌は当たり前で育ったの
で、濃いとか言われますが、なんの抵抗もなくいただい
ています。
德川夫人　普段は違いますが、岡崎から赤味噌をご
縁でよくいただくので、よく食べます。美味しいと思いま
す。最近は米味噌が多いですが、豆味噌なのですね。
酒井　東北ですが、普段から赤味噌です。

市橋　今日のテーマは、「ようこそ」ではなく、「おかえり
なさい」です。今日のお料理はこのテーマに沿って考
えていただいたようですので、料理長から説明をお願
いします。ちなみに、料理長は私の中学の教え子で、
第１回から家康公検定を毎年受験し、いつも90点以
上の高得点です。日頃からの熱心な勉強が今回の料
理に活かされていると思います。
渡辺料理長　皆様、おかえりなさい。大変素晴らしい
機会を頂きましてありがとうございます。本日、お玄関に
は、来賓８名の皆様が重なり合う、つまり、たくさんお話
をされ、話の中に大きなお花を咲くようにと八重桜を用

意いたしました。家康公や三河武士にはたくさんの食
に関するエピソードがございます。家康公がお生まれ
になった頃は、東に今川、西に織田という大変な状況
であった当時の三河を思いながら、戦国から現在の
ふるさとのストーリーを表現しました。
先付は、戦国を思い、干し飯に焼き味噌、食前酒には
濁り酒を用意致しました。焼き味噌は、大久保忠世の
妻のエピソードがございます。そして、小吸い物として、
ウサギ汁の清ましを用意致しました。林藤助のエピ
ソードもあり、徳川様では、毎年お正月に召し上がられ
ていると伺っております。前菜は、江戸時代から街道
のはやりものとして鮎や蛸が評判になっていたようで
す。現在では小女子が非常にたくさん獲れます。お椀
は、春の三河の風物詩としてあさりが美味しくなってお
ります。東京にも大量に出荷しておりまして、一色でと
れたものです。お造りは、三河の玄関口碧南大浜より
揃えました。大浜は徳川様のご先祖も訪れた地です。
焼き物は、竹の子を材料に竹千代君を思いながら、鴨
を使い、成長された家康公の鷹狩りを表現しました。
強肴は、三河の代表であるシャコです。揚げ物は、家
康公は天ぷらがお好きだったということで、鷹狩の接
待に茶屋四郎次郎が当時使ったと言われる「かやの
油」で鯛と穴子を揚げました。締めのごはんは、伊賀
超えの佃煮と八丁味噌のお味噌汁でふるさとを感じ
ていただきたいと思います。
最後になりますが、本日おかえりなられた８名の皆様が
食事を通じて、ふるさとの桜のように話に花を咲かせ、
これからもお付き合いが続きますことを願っております。
德川　伊賀超えの佃煮とはどういう
ものですか。
料理長　伊賀超えの際に船頭が川
魚を干したものを出し、家康公が非
常に喜ばれたと聞いております。江戸
に移られた際に神崎川の近くの漁民
（佃村）を呼び寄せて作らせ、後に佃
煮となったそうです。佃島の地名の由
来でもあります。当店で作ったものに
なります。
市橋　德川様には鯛の天ぷらに気
を付けてもらいたいです（笑）。前菜
に鮎の甘露煮がありましたが、十返
舎一九の東海道中膝栗毛の中で、
弥次さん、喜多さんが岡崎宿に入っ
て最初に食べたのが「鮎の煮浸し」

で、大変美味しいと書かれております。鮎も岡崎の名
物だったはずということで今回入れられたと思います。
赤味噌の文化は全国的にはないようですが普段はい
かがですか。
大岡　東京ですが、普段でも赤味噌は食べます。
榊原　お味噌汁の具によって、赤、白、ミックスを使い
分けています。豆腐は何でも合いますが、なめこは八
丁味噌が合うと思います。
内田　中学の修学旅行で東京に行った時、朝食の
お味噌汁が白味噌で、何なのか聞いた覚えがありま
す。その時初めて、赤味噌がマイノリティと知りショック
を受けました。
榊原　赤味噌と八丁味噌は正式には違うんですよ
ね。東京は出し汁に味噌を溶かすくらいの感覚なので
煮込まないが、八丁味噌は翌日煮て食べるくらいが美
味しくて好きです。
古澤　名古屋で八丁味噌が商品名として使われて
いるので、岡崎では老舗の２社が協同組合を作って
「岡崎八丁味噌」というブランディングをしています。よく
混同されますが、本場は岡崎の豆味噌です。
市橋　家康公は健康に気を付けて長寿だったという
ことですが、何か気を付けていることがありますか。伝
統的に食べているものなどあれば。
德川　まったく気を付けていません。自由奔放に食べ
て飲んでいます。伝統的なものも特にないです。
市橋　駿府時代に侍女たちに漬物の味を辛くするよ
う命じたのは、少しの漬物でたくさんのごはんが食べら
れるからだということだったようですが。

德川　家康公は最後まで、焼き味噌とにぎりめしを
持って、若者たちを連れて回っておられたそうです。そ
の先で鯛が美味しくて食べ過ぎて・・・ということですが、
その鯛がどんな鯛だということでよく揉めるんです（笑）。
市橋　戦国武将のなかでも家康公の健康管理は突
出していたと思います。当時の豆味噌の持つ栄養、滋
養強壮によいということが影響していたのではと、手前
味噌で思っています。
榊原　出たものを食べ、好き嫌いなしが健康に一番よ
いと思っています。ゲテモノも食べます。海外へ行って
も、その国のものを食べることにしています。海外で日
本料理屋に入るということはしません。
大給　大給家のものは特にないですが、我が家で
は、お茶漬けと納豆を食べることがなく、成人するまで
食べたことがありませんでした。ある時、料亭でお茶漬
けをいただき、こんなに美味しいものかと知り、家で
作ってもらったのですが、ただお茶をかけたものでまず
く、（料亭のように）出し汁がきいているお茶漬けでない
と美味しくないことを知りました。また、納豆を京都で初
めて食べましたが、食べ方がわからずそのまま食べた
ので、匂いばかりで美味しくありませんでした。佐久で
はイナゴや蜂の子など皆があまり手を出さないものが
出てきて困ることがありました。かつて、佐久で昔の結
婚式で出されていた料理をいただきましたが、日持ち
のする材料が使われ、当時の状況を知ることが出来ま
したが、出ていました蕎麦は現在たべているものと違
い、あまりおいしいと思いませんでした。

市橋　それぞれのお家で、代々伝えられているものな
どがありましたら教えてください。
本多　当主が亡くなるとお墓に刀を入れると祖母から
聞いたことがあり、実際、父の納骨時に８～10本錆び
た刀が棹と一緒に入っていまして、本当だったのだな
と驚きました。忠勝のお墓は桑名にあり、代々の墓は谷
中墓地あります。
内田　刀というのは、埋葬するために特別にあつらえ
るものか、代々伝わる刀ですか。
本多　昔からあるものではないと思います。
榊原　きっと生まれた時に作る「御守り刀」ではないで
すか。
お墓と言えば、当家は城を転 と々していたので、各地
にお墓があります。自分の生まれた時は36ヵ所にあり

ました。現在お付き合いしているのは16ヵ所です。毎
年盆暮れには妻が一筆添えて線香代程度を送って
います。３、４年前に村上のお墓に行ったところ、大変
感激され、お付き合いも深くなりました。先代が大体史
跡にしてくれていましたが、今年、高田政岑（姫路で浴
衣まつりを始めて徳川家からひんしゅくを買った殿様で
すが）のお墓を文化財にしてもらいました。政岑は徳
川家から見ると犯罪者ですが、歴史として残すべきも
のがありますし、文化財に指定してもらえるのは個人
負担でなくなるのでありがたいです。東日本大震災で
館林のお墓が５、６基崩れ、修復に３千万円かかると
いうことでしたが、群馬県の管理でしたのでお任せし
ました。今は我が家よりも丈夫な耐震装置が入ってい
ます。
市橋　大岡さんは、「大岡裁き」で有名ですが、何か

伝えられているものはありますか。
大岡　大岡越前守日記や公務の記録など、書物の
類は多く残っています。現在は文化庁さんにお預けし
ています。まち火消しを組織したことで、江戸消防記念
館と繋がりがあり、今でも法要では法被姿で木遣りを
してくれます。
「大岡裁き」が有名で裁判所のイメージが強いです
が、”裁きもの”は半分フィクションではないでしょうか。
実際は、経済政策、新田開発、火消しなど司法だけで
なく行政官でもあったと思います。
内田　岡崎の西大平には大変立派な絵が残ってい
ます。文化人みたいな方もいたようですね。
井伊　私は先代の婿養子ですが、結婚後半年余り
で養父が亡くなったため、特に直接受け継いだものは
ありません。ただ、男子の名前には代 「々直」の字が使
われます。直弼のお父さんの代くらいから、「直」の下
の字はへんとつくりがわかれない左右対称に近い漢

字を使うことになっています。直弼のお父さんが「直
中」、その次が直亮、直弼、直憲、直忠、直愛、直豪
（先代）です。どちらに偏ることなく分け隔てなくというこ
とのようなので、受け継いでいくつもりで、息子にも付け
ました。どういう名前にしようかというよりどの字をつけよ
うか、という感じです。
市橋　戊辰戦争で唯一官軍を破ったのが庄内藩
（酒井藩）。周りが負け、降伏するなか、領民たちと一
緒になって最後まで頑張ったという珍しいお家ですが。
酒井　長篠の合戦後、信長公から戦功も含めて拝領
した「真光」という太刀と家康公から拝領した「信房」
という備前の太刀が伝わっており、国宝となっていて、
この２組が一番の宝と思っています。
今、市から助成をいただいて文化支援調査をしてい
て改めて思うのは、江戸時代の文化というのはすごく

深いものだなということです。江戸の社交として、それ
ぞれの大名家が点取俳諧をやったり、冷泉家と文通
しながら和歌をしていたようです。また、不思議なのは、
浜松の頭蛇寺城のご朱印状が、なぜか酒井家に
残っています。一揆などの時に頭蛇寺の松下家に協
力したことなどの流れかなと思っていますが、代々の将
軍家のご朱印状は見たことがなく、返せといわれると
困るので公表してよいものかどうかと思っています
（笑）。
また、会津若松や伊達藩など各地のお城の古絵図が
残っています。北海道から沖縄まであり、当時の大名
家は国全体を考え、いつ何時もかけつけられるようにと
いうことだったのかなと思っています。
昨年12月、鶴岡市はユネスコの食文化創造ネットワー
クに認定され、日本で唯一食文化で認定されました。
江戸から育ててきた甲州ぶどうを使った「月山ワイン」
があり、金賞を取りました。甲州ぶどうというのは品種で

すが、山梨の甲州ぶどうより、鶴岡の甲州ぶどうの方が
味がよいようです。食文化という形で伝統野菜が伝わ
ることは嬉しいことです。

市橋　明日はいよいよみなさんにもご参加いただく家
康行列です。明日に向けての気持ちやふるさと岡崎に
向けて一言いただいて会を閉めたいなと思います。
ちょうど３年前に古澤さんが家康役をやりましたので、
まずはその時の感想をお願いします。
古澤　家康行列は今年で56回目となります。私は乗
馬の経験がなく、市から１回分のトレーニング費用をい
ただきましたが、見苦しい乗り方をしてはいけないとい
うことで、自費で９回追加練習をして臨みました。当時
の人たちがどういう感覚で乗っていたかわかりません
が、すごく見渡せて眺めがよく、一生忘れられない思い
出です。通常の行列は700名ですが、今年は四百年
祭ということで総勢800名でより盛大に行われます。
酒井　先祖の地に来られて本当に感無量です。岡崎
市のご発展をお祈りしております。
井伊　四天王のなかでは新参者でございますが、岡
崎の発展を祈りながら行列に参加させていただきます。
大給　かなり前になりますが、現在の奥殿陣屋の奥
で放置されておりました代々のお墓をきれいに整備し
ていただき、本当に感謝しています。岡崎とは今後とも
末永いお付き合いをお願いします。
大岡　おかえりなさいと書いていただきまして、本当に
ふるさとに戻ってきたという感覚で家康行列を楽しみ
たいと思います。茅ヶ崎も規模は違いますが大岡祭と
いうパレードがあります。馬には市長、議長、会頭が持
ち回りで乗るのですが、岡崎の馬上の役にも市民が
参加する方法は参考になりました。
本多　みなさんとお会いするのは初めてでした。夏の
花火は毎年見ていましたが、桜が有名というのは知り
ませんでした。桜のなかの行列を楽しみたいと思います。
榊原　榊原サミットの４市（豊田市、姫路市、館林市、
上越市）以外、岡崎とのご縁を知らずにおりました。市
長さんがうちの土地に住んでらっしゃるということで、借
地料をいただかないといけないですね（笑）。当家は
転々としていたので、どこへ行っても歓迎していただ
き、祀っていただきありがたいです。このような機会を大
事にしていきたいです。今後も岡崎のみなさんと親しく
させていただければと思います。岡崎の発展を切に

願っております。
内田　ちなみに血縁関係はないそうですが、お隣の
西尾市長さんは、榊原康正というんですよ。
榊原　まさの字が違いますが、新聞などで存じていま
す。ご縁はないそうですが。
榊原は、三重県の榊原温泉が発祥の地です。伊勢
神宮の大宮司をしていたようで、榊原村は伊勢神宮
にサカキを奉納して、江戸から伊勢神宮へお参りする
方が温泉で体を清めて行ったという話をきいています。
深田　全国に武将行列はありますが、岡崎らしい武
将行列を市民としては期待したいです。歴史的には、
本多候を祀る映世神社の祭典で戦法鍛錬の儀式が
始まりで、明治になってから、映世神社と東照宮が一
緒になって今の龍城神社になり、本多家藩主に対す
る恩義を忘れてはいけないという不忘義団ができ、岡
崎のまちを練り歩いたものです。戦後、今のような観光
的なものになっていくわけですが、歴史的な背景を汲
んで、全国の武将行列の根幹となる品格のあるもの
であってほしいです。
本多忠勝公は家康公より少し前に亡くなっているので
すが、明治天皇の崩御で自粛され、三百年祭で、忠
勝公と家康公を一緒にしてお祭りをやりました。その
翌年が岡崎の市制施行の年となりました。
市橋　今日は床の間に鎧具足が飾ってございます。
家康公19歳、桶狭間の合戦の時に大高城に兵糧を
入れるという任務を背負った際に着用していたと伝わ
る「金陀美具足」のレプリカです。本物は久能山東照
宮にあって、200年以上ずっと江戸城の大名控えの
間に飾り、家康公自立の時の姿を各国の大名に見せ
たそうです。
岡崎公園には、この鎧を着た19歳の家康公像があり
ますが、その手前に59歳の家康公像もございます。こ
の像は350年祭の時に建立されたものですが、静岡
や浜松にも家康公の像はございますが、依怙贔屓な
しにこの像は品があり、私は一番好きです。関ヶ原合
戦の勝利後ですが、誇らしげに上を向くのではなく、む
しろうつむき口を結んでいる。多くの血が流れて天下
統一したことを背負っていると思うのです。
德川　若い頃、松平健さんと一緒に家康行列に参加
して、みなさんには「あの人、誰？」という感じだったと思
います。馬は大学時代よく乗っており、当時は材木２段
くらいなら飛べる腕前でした。
市橋　今日は、楽しいお話や驚きのお話など、盛りだく
さんお聞かせいただきました。

最後に深田さんからお礼のことばをお願いします。
深田　歴史を超えたサミットのような形で、貴重なお
話を数々聞かせていただきました。最後に八丁味噌
の味噌汁を飲んでいただき、味わっていただきたい。
この会をやるにあたり市から相談を受け、ふるさとに
帰ってきていただいたという「おかえりなさい」という気
持ちでお迎えしましょうと伝えました。料理長も随分勉
強してくれました。
江戸時代の300藩のうち120～130は三河出身です。
全国の３分の１はこの地域から全国のまちを作ってき
たということで、日本のふるさとそのものがこのまちでな
くてはいけないと思います。岡崎には謙遜半分、冗談
半分で、家康公が有能な家臣団を全部連れていって
しまったので、岡崎にはカスしか残っていないという言
い伝えがありますが、そんなことはありません。「士」と
「土」の文化という事が言われます。似た字ですが、
「士」は果実を作り「土」は芽を作り続けます。武士が
出て国を作り、ふるさとの「土」は新しい芽をつくり続け
ます。岡崎はふるさとの「土」であり、次の人材を作って
ゆく学びの町でありたいと思います。「家康公に学ぶ」
という姿勢で勉強していくことが岡崎の使命だと、この
四百年祭を通して考えていきたいと思います。
本当にありがとうござました。
市橋　ご無礼なことも多々あったと思いますが、お許
しください。これをご縁に交流を深めていただけたらあ
りがたいと思います。拙い司会で申し訳ありませんでし
た、ありがとうございました。

記念座談会

德川 恒孝氏 德川 幸子氏 深田 正義 市橋 章男

ただすけ
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ただとう
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市橋　家康公と十六神将、二十神将、二十四神将
の絵はいろいろあり、たいてい家康公をトップに縦並び
になっていることが多いのですが、岡崎の法蔵寺に伝
わっている十六神将図は、珍しく“車座”になっていま
す。今日は気楽な楽しい会にしたいので、この図にち
なんで車座の配席にしました。身分の上下なしにやり
たいと思います。
では、始めに内田市長より歓迎のことばをお願いします。
内田　岡崎市長の内田康宏でございます。名前に、
断りなく“康”の字を拝借しております。

本日は、遠いところ、徳川家康公生誕の地　岡崎まで
ようこそへお出で下さいました、心より歓迎申し上げま
す。本年2015年が、家康公の四百回忌にあたること
から、「家康公四百年祭」として、静岡市さん、浜松市
さんと一緒に１月より記念事業を開催しております。そ
の記念事業の一環といたしまして、德川様はじめ、ゆ
かりのご当主の皆様方にお集まりいただき、このような
座談会が開催できること、大変感激しております。世が
世なら拝謁すらできない皆様と同席させていただける
ことに感謝しております。

本日は、食事をしながらの座談会ですので、ざっくばら
んにご歓談いただき、皆様方の先祖が四百年以上
前、この地で団結し平和国家を目指されたことに思い
を馳せながら、楽しいひとときをお過ごしいただきたい
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
市橋　乾杯の音頭を古澤会頭にお願いします。
古澤　この岡崎は家康公生誕の地でございまして、
これまで生誕祭をやってまいりました。この薨去四百年
を迎えるにあたり、静岡では大変重きを置かれ、宗家
をお迎えして盛大にやろうという話が出た際、宗家の
方から岡崎を誘ってはどうかということでお声をかけて
いただきました。静岡商工会議所から連絡をいただい
た時、是非やりましょうということで即答しました。３年前
から参加させていただき、行政と一体となってこのよう
な形でいろいろできることを嬉しく思っています。
振り返ると、三百年祭は大変盛大にお祝いをされたと
いう記録が残っており、この四百年祭もいろいろな面
で取り組んでいます。今年の12月26日がクロージング
になるわけですが、来年の市制施行100周年に繋げ
ていき、この四百年祭を一過性のイベントではなく、家
康公についていろいろな面で勉強し、引き継いで繋い
でいきたい。地域が今後どう活性化していくかについ
て、取り組んでいきたい。
皆様が益々お元気で、それぞれの地域でご活躍いた
だき、岡崎が生誕の地としてこれからも頑張ることを祈
念いたしまして杯を上げたいと思います。ご唱和願い
ます。乾杯！

市橋　後ほど料理長より料理の説明がありますが、こ
こに「焼き味噌」がございます。家康公22歳、一向一

揆で出陣した時に、大久保忠世の妻が家康公に焼き
味噌を出して大変喜ばれたという記録が残っておりま
す。岡崎では八丁味噌が定番ですので、どうぞご賞
味ください。
それでは、箸を進めていただきながら、まずは自己紹介
ということで、德川様から時計まわりにお願いします。
皆様方の第一のふるさとは岡崎だと思っております
が、第二のふるさとについて繋がりや、今のお住まいと
は違う所で何か交流がありましたらあわせてご紹介を
お願いします。
德川　徳川を継いでおりますが、生まれは会津松平
家です。徳川家17代の家正公が祖父にあたります
が、家正の娘（母）が会津松平家に嫁ぎまして次男坊
として私が生まれました。徳川の家の男の子が亡く
なってしまい、祖父に大変かわいがられ、お相撲にも
最初に連れて行ってもらい、なんていいおじいちゃまな
んだろうと思っておりましたが、その頃から餌をまかれ
ていたようです。「ナナ」と呼ばれていたのですが、中
等科に入った頃、「ナナ、おうちに来るかい？」と言わ
れ、「うん、いいよ。」と言ったのが始まりで、中等科３年
の時に德川の家に入り、姓が德川に変わりました。同
じクラスに田安徳川家の親友がおり、彼が越前の松
平に養子にいったので、同じクラスの中で松平が徳川
に、徳川が松平になって、皆に笑われた。大変な家と
思わず、いたずら坊主で、当時、真田十勇士が大変
流行っており、いかに徳川が悪い奴で、どうしても真田
十勇士に近づけないということを懇 と々祖父に説明し
た覚えがあります。德川の当主になると思っておらず、
また、德川の当主がとても忙しくあちらこちらに行くとい
うことも知りませんでした。
最近、歴史の本などを見るにつけて、今の政治や世
界を見ると、家康公のような方がたくさんおられてもう

少し日本も世界も上手くいくといいなとつくづく思うこと
が多くなりました。日本が二百数十年の平和を保った
江戸時代に欧米の諸国は70回、80回と戦争を重ね、
世界中を植民地にしましたが、その反動が今日まで続
く世界各地での戦争です。日本は明治に入って西欧
に負けるなと戦争を続ける道を選んだ訳ですが、これ
は明らかに間違った道でした。今の世界を心配すれ
ばするほど、徳川時代の文化や考え方をもう少し広め
ないと、という気持ちです。
德川夫人　私の里は薩摩の寺島と申します。元総理
大臣の細川護煕さんは従兄妹にあたります。徳川家と
は繋がりがなく、いつも傍観者的でしたが、金婚式も済
ませ、今はもうすっかり徳川の家に巻き込まれておりま
すが。
深田　志交流勉強会おかざき塾をやっております。
元々は地元の酒蔵ですが、転機は愛・地球博です。
その時のテーマは自然の叡智で、持続可能な社会と
いうことばが頻繁に使われるようになりました。これらの
言葉が家康公や江戸時代と繋がり、私たちが21世紀
に各地に訴えなければならないことだと感じ、酒蔵から
勉強会を始めました。万博の頃、德川記念財団が立
ち上がり、作文コンクールなどでご一緒させていただき
親しく勉強させていただいております。
勉強会を通じて、岡崎のグランドデザインを求め、「江
戸のふるさと岡崎」という言葉で表現しようと考え提案
してきました。岡崎が単に江戸への出発点ということで
はなく、江戸という社会そのもののふるさとにならなけ
ればならない、岡崎のまちづくりの根幹であろうと提案
しています。あれから10年経ってこの家康公四百年
祭、ここから岡崎のまちが出発していく機会にしたいと
いう思いでおります。
市橋　今日を迎えるにあたり先祖について調べてみま
した。私は岐阜出身で、亡くなった父から織田信長の
家臣だったと聞かされていましたが、どう調べてみても
お百姓さんだと思っております。父が死ぬまで言い続
けたので、そう（織田の家臣）だったよと言って見送りま
した（笑）。
榊原　私で１７代目。徳川家とのご縁は、榊原康政が
上野城で生まれ、幼い頃から徳川家の菩提寺である
大樹寺で学問をしたと歴史的には聞いています。母
が徳川慶喜さんの孫なので、親しくさせていただいて
います。
お城は、岡崎を出て徳川さんと一緒に江戸に上がり、
館林→会津→姫路→村上→姫路→高田と移り、最

後の高田で128年居たので、高田とのお付き合いが
一番深いです。自分は悪ガキで歴史の知識はありま
せんが、上越の博物館の研究員さんが詳しく調べてく
れたり、「榊原サミット」ということで豊田、姫路、館林、
上越の４市長とお付き合いがあります。年に１回持ち
回りで行っています。水害や災害時に助け合おうとい
うことで豊田市長からお声がけがあり、先代が始め20
年以上になります。
本多　私で２２代目。父が昨年亡くなり、今年からいろ
いろな催しに参加したり、雑誌やテレビなどの取材が
増えました。10歳か11歳の頃本多になりまして、それ
から毎年、岡崎の夏のおまつりへ来させてもらっていま
す。今でも本多のものは岡崎へ預けさせてもらい、展
示等していただいています。祖母の代に岡崎とのつな
がりを持たせていただいています。（千葉県の）大多
喜とも繋がりはありますが、岡崎が一番繋がりが強い
です。
市橋　本多家は、第一のふるさとも第二のふるさとも
岡崎だと思っております。本多忠次邸が岡崎で再建さ
れております。
古澤　岡崎は老舗の企業が多くあり、約3,000社のう
ち、百年以上の企業が約170社ほどあります。その中
で、私は父の事業を継いだ２代目で、３代目にシフトし
たところです。３代目が事業を継続していくことは大変
なことと感じております。深田さんとは中学から大学ま
で一緒で、彼が１年後輩です。私は実業の方しかやっ
ていないですが、このような席に参加できるのも家康公
のおかげだと思っています。時代が変わっていることも
感じており、これからの岡崎のあり方について勉強して
いきたいです。
大岡　私で１５代目。２代忠政の時代に武功があり、
家康公から相模（現・茅ヶ崎）に領地をいただきまし
た。そちらに浄見寺（浄土宗）を菩提寺として建て、
代々の墓を守っていただいております。５代忠相が江

戸町奉行として、今で言う司法、行政、警察をとりまと
めたような仕事についており、そのおかげで、西大平
藩を拝領いたしました。大きな戦で分を上げて偉くなっ
た大大名とは違い、一生懸命働いて出世したサラリー
マン大名だったと思っています。何事も真面目にコツコ
ツやる家系でございます。父は元気ですが、高齢のた
め私が代理で参加させていただきました。
２代の茅ヶ崎と５代以降の岡崎がゆかりの都市として
文化交流が続いていることは、嬉しく思います。東京に
住んでいますが、茅ヶ崎に行っても岡崎に来ても徳川様
のご縁の中で生かさせていただいていると感じます。
市橋　越前の守・忠相は有名ですが、お父様もタダス
ケさんとおっしゃるのですよね。
初代の忠勝公は清康、広忠、家康と３代に仕えたよう
で、かなり古くからの譜代の家臣で活躍をされていた
のですね。
大岡　すけの字が違いますが、そうです（忠輔）。小さ
な家ですが、テレビのおかげで名前だけは有名になり
ました（笑）。
大給　私で１４代目。大給家のもとは松平で、岡崎は
一番のふるさと。
大給家の最後（江戸から明治に変わるころ）におりま
したのは、佐久（臼田）龍岡城でした。龍岡城は、函館
の五稜郭と形状が同じ城で、そのミニ版を造ったと言
われており、もっと多くの方に知っていただきたいと思っ
ていますが、なかなか広まらないのが現実です。
７年前に亡くなった父は尾張徳川家の三男坊で大給
家に養子に入りました。両親が結婚した時の新聞報
道は、父を岡崎の奥殿藩主と紹介しており、城のある
佐久の人たちは大変落胆したと聞いています。佐久
からは曾祖父の代に東京に移りましたが、父は一度も
戻らず不義理をしておりましたことから、私の代で何か
お返しすることができたらと思い、現在は東京に臼田
出身の方の会があるので、そちらのお手伝いをしてい

ます。
今日は車でこちらにきましたが、岡崎の桜は大変きれ
いで感動しました。岡崎には、夏の花火大会に招かれ
伺ったことがありますが、花火大会の終わった後にたく
さんのゴミがありましたが、翌朝にはきれいに掃除され
ており、どこでもできることではないと大変感心した覚
えがあります。岡崎とは、今後ともお付き合いをさせて
いただきたいです。
市橋　大給恒様が日本赤十字社の創設の一番の功
労者だと思いますが、今でも赤十字社のお役をやられ
ているのですか。
大給　はい。４年前に日本赤十字社を退きまして、関
連の会社に勤めております。本社の社屋管理の会社
に３年おりまして、現在赤十字が所有する施設・車両
などの各種保険業務を行っている会社におります。
内田　私が住んでいるのは康生町という名前で、か
つては城郭の中にありました。明治維新以降、市街地
になっていった際、家康公が生まれた場所だからとい
うことでこのような名前になりました。武家屋敷があった
ところで、誰が住んでいたのかは知りませんでしたが、
市橋先生が探してきてくれた江戸時代の土地図により
ますと、なんと榊原康政邸のあった所ということがわか
りました。お城の見える所で育ち、よくお城を見てぼん
やりして先生に叱られた覚えがあります。お城や岡崎
の歴史については子どもの頃からよく調べたものです。
内田という名前は、いかにも明治維新後、自分の田ん
ぼができてうれしくて百姓が付けたものだと思いこんで
いましたが、岡崎の北部の方に、鎌倉時代から続く家
系図を見せていただいたことがあり、内田家は昔から
あって分家の末裔が私だということでした。
【さきほど長州のお話が出ましたが、最初に秘書でお
世話になったのが、安倍晋太郎先生でした。先生は
大変優しく迎えてくださいましたが、「よく徳川の岡崎か
ら長州の秘書になったな、まずいと思わなかったの
か。」と最初に言われました。安倍総理夫人の昭恵さ
んのご実家である森永の工場が岡崎にあったりした
ご縁もあり、現在も親しくさせていただいております。】
岡崎はこれまで産業都市として発展してきました。愛
知県全体で工業出荷高が40兆円ありまして、その半
分の21兆円はこの西三河で生産しております。そのた
めに、ふるさとの素晴らしい歴史を蔑ろにして戦後
走ってきた面がございます。前回の選挙で、「歴史的
な文化遺産を活かしたまちづくり」、「河川を活かしたま
ちづくり」を掲げました。新しい街の計画の中で、セント

ラルアベニューという道路を計画しておりますが、そこ
に四天王の石像の設置を考えており、それぞれのエピ
ソードを取り入れた歴史に繋がるものにしたいです。ま
た、東岡崎駅前には生誕地なのに何もないので、仙台
の伊達政宗像に負けないような若き日の家康公像を
建てたいと思っております。
井伊　井伊直政を初代として私で１８代目。歴史上有
名になったのは井伊直政からです。直政が２歳の頃、
父親が今川に殺され、その後母親が別の家に再嫁し
たことから、一旦井伊の名字でなくなりました。しかし、
15歳の時に家康公に召し抱えられ、再び井伊を名乗
ることができ今に続いています。井伊家は、四天王のう
ち唯一三河出身ではありません。関ヶ原の戦いのあと
石田三成の城だった佐和山城をもらい、その後、息子
の代に新しく彦根城を造りました。初代以降、彦根を
動いていないことや、先々代の直愛が昭和28年から
平成元年まで９期36年彦根市長を務めたこともあり、
井伊家と彦根とは非常に深い関係があります。
酒井　酒井忠次を祖といたしまして私で１８代目。焼き
味噌懐かしいですね。祖母が茶碗に味噌をつけて食
べていたのを思い出しました。岡崎から食文化が流れ
てきたのかなと思います。
酒井家は転勤族で、吉田（豊橋）→臼井（佐倉）→高
崎→高田（榊原さんの前任者）→松代（長野）→庄内
に入りました。
先日、教育テレビの取材がありまして、信康公の取材
でお話ししたことですが、庄内藩では、徳川信康公を
祀っている立派な社があります。1676年に支藩である
松山藩に忠次公と信康公を祀るよう命じて造らせたも
ので、２年に１度、幕府から目付がきて警護の行列をし
たり、甫嶺祭をしたりしていたようです。幕府の目を憚り
ながら小さくおまつりをしていたそうです。酒井家として
は大々的にはお参りはしませんが、立場上、信康公を
かばいきれなかったことが終生、酒井家の中に残って

います。
市橋　信康事件も築山事件も、江戸時代から書かれ
た資料が多く、実際がはっきりしない。ドラマなどで断じ
てしまわれることが残念だなと思うことがあります。
　ちょうど焼き味噌のお話が出ましたが、いかがです
か。昔は湯漬けに焼き味噌をつけてよく食べたと言わ
れますが。
榊原　私は好きです。どこで食べたかは覚えてない
が、初めてではないです。
内田　戦の時は、糒と焼き味噌だったんですよね。
古澤　焼き味噌にはお酒が合います。八丁味噌は伝
統製法を受け継いで作られていて、子どもの頃から高
級品ではあったが、いろいろな所で食べさせていただ
いています。赤味噌、豆味噌は当たり前で育ったの
で、濃いとか言われますが、なんの抵抗もなくいただい
ています。
德川夫人　普段は違いますが、岡崎から赤味噌をご
縁でよくいただくので、よく食べます。美味しいと思いま
す。最近は米味噌が多いですが、豆味噌なのですね。
酒井　東北ですが、普段から赤味噌です。

市橋　今日のテーマは、「ようこそ」ではなく、「おかえり
なさい」です。今日のお料理はこのテーマに沿って考
えていただいたようですので、料理長から説明をお願
いします。ちなみに、料理長は私の中学の教え子で、
第１回から家康公検定を毎年受験し、いつも90点以
上の高得点です。日頃からの熱心な勉強が今回の料
理に活かされていると思います。
渡辺料理長　皆様、おかえりなさい。大変素晴らしい
機会を頂きましてありがとうございます。本日、お玄関に
は、来賓８名の皆様が重なり合う、つまり、たくさんお話
をされ、話の中に大きなお花を咲くようにと八重桜を用

意いたしました。家康公や三河武士にはたくさんの食
に関するエピソードがございます。家康公がお生まれ
になった頃は、東に今川、西に織田という大変な状況
であった当時の三河を思いながら、戦国から現在の
ふるさとのストーリーを表現しました。
先付は、戦国を思い、干し飯に焼き味噌、食前酒には
濁り酒を用意致しました。焼き味噌は、大久保忠世の
妻のエピソードがございます。そして、小吸い物として、
ウサギ汁の清ましを用意致しました。林藤助のエピ
ソードもあり、徳川様では、毎年お正月に召し上がられ
ていると伺っております。前菜は、江戸時代から街道
のはやりものとして鮎や蛸が評判になっていたようで
す。現在では小女子が非常にたくさん獲れます。お椀
は、春の三河の風物詩としてあさりが美味しくなってお
ります。東京にも大量に出荷しておりまして、一色でと
れたものです。お造りは、三河の玄関口碧南大浜より
揃えました。大浜は徳川様のご先祖も訪れた地です。
焼き物は、竹の子を材料に竹千代君を思いながら、鴨
を使い、成長された家康公の鷹狩りを表現しました。
強肴は、三河の代表であるシャコです。揚げ物は、家
康公は天ぷらがお好きだったということで、鷹狩の接
待に茶屋四郎次郎が当時使ったと言われる「かやの
油」で鯛と穴子を揚げました。締めのごはんは、伊賀
超えの佃煮と八丁味噌のお味噌汁でふるさとを感じ
ていただきたいと思います。
最後になりますが、本日おかえりなられた８名の皆様が
食事を通じて、ふるさとの桜のように話に花を咲かせ、
これからもお付き合いが続きますことを願っております。
德川　伊賀超えの佃煮とはどういう
ものですか。
料理長　伊賀超えの際に船頭が川
魚を干したものを出し、家康公が非
常に喜ばれたと聞いております。江戸
に移られた際に神崎川の近くの漁民
（佃村）を呼び寄せて作らせ、後に佃
煮となったそうです。佃島の地名の由
来でもあります。当店で作ったものに
なります。
市橋　德川様には鯛の天ぷらに気
を付けてもらいたいです（笑）。前菜
に鮎の甘露煮がありましたが、十返
舎一九の東海道中膝栗毛の中で、
弥次さん、喜多さんが岡崎宿に入っ
て最初に食べたのが「鮎の煮浸し」

で、大変美味しいと書かれております。鮎も岡崎の名
物だったはずということで今回入れられたと思います。
赤味噌の文化は全国的にはないようですが普段はい
かがですか。
大岡　東京ですが、普段でも赤味噌は食べます。
榊原　お味噌汁の具によって、赤、白、ミックスを使い
分けています。豆腐は何でも合いますが、なめこは八
丁味噌が合うと思います。
内田　中学の修学旅行で東京に行った時、朝食の
お味噌汁が白味噌で、何なのか聞いた覚えがありま
す。その時初めて、赤味噌がマイノリティと知りショック
を受けました。
榊原　赤味噌と八丁味噌は正式には違うんですよ
ね。東京は出し汁に味噌を溶かすくらいの感覚なので
煮込まないが、八丁味噌は翌日煮て食べるくらいが美
味しくて好きです。
古澤　名古屋で八丁味噌が商品名として使われて
いるので、岡崎では老舗の２社が協同組合を作って
「岡崎八丁味噌」というブランディングをしています。よく
混同されますが、本場は岡崎の豆味噌です。
市橋　家康公は健康に気を付けて長寿だったという
ことですが、何か気を付けていることがありますか。伝
統的に食べているものなどあれば。
德川　まったく気を付けていません。自由奔放に食べ
て飲んでいます。伝統的なものも特にないです。
市橋　駿府時代に侍女たちに漬物の味を辛くするよ
う命じたのは、少しの漬物でたくさんのごはんが食べら
れるからだということだったようですが。

德川　家康公は最後まで、焼き味噌とにぎりめしを
持って、若者たちを連れて回っておられたそうです。そ
の先で鯛が美味しくて食べ過ぎて・・・ということですが、
その鯛がどんな鯛だということでよく揉めるんです（笑）。
市橋　戦国武将のなかでも家康公の健康管理は突
出していたと思います。当時の豆味噌の持つ栄養、滋
養強壮によいということが影響していたのではと、手前
味噌で思っています。
榊原　出たものを食べ、好き嫌いなしが健康に一番よ
いと思っています。ゲテモノも食べます。海外へ行って
も、その国のものを食べることにしています。海外で日
本料理屋に入るということはしません。
大給　大給家のものは特にないですが、我が家で
は、お茶漬けと納豆を食べることがなく、成人するまで
食べたことがありませんでした。ある時、料亭でお茶漬
けをいただき、こんなに美味しいものかと知り、家で
作ってもらったのですが、ただお茶をかけたものでまず
く、（料亭のように）出し汁がきいているお茶漬けでない
と美味しくないことを知りました。また、納豆を京都で初
めて食べましたが、食べ方がわからずそのまま食べた
ので、匂いばかりで美味しくありませんでした。佐久で
はイナゴや蜂の子など皆があまり手を出さないものが
出てきて困ることがありました。かつて、佐久で昔の結
婚式で出されていた料理をいただきましたが、日持ち
のする材料が使われ、当時の状況を知ることが出来ま
したが、出ていました蕎麦は現在たべているものと違
い、あまりおいしいと思いませんでした。

市橋　それぞれのお家で、代々伝えられているものな
どがありましたら教えてください。
本多　当主が亡くなるとお墓に刀を入れると祖母から
聞いたことがあり、実際、父の納骨時に８～10本錆び
た刀が棹と一緒に入っていまして、本当だったのだな
と驚きました。忠勝のお墓は桑名にあり、代々の墓は谷
中墓地あります。
内田　刀というのは、埋葬するために特別にあつらえ
るものか、代々伝わる刀ですか。
本多　昔からあるものではないと思います。
榊原　きっと生まれた時に作る「御守り刀」ではないで
すか。
お墓と言えば、当家は城を転 と々していたので、各地
にお墓があります。自分の生まれた時は36ヵ所にあり

ました。現在お付き合いしているのは16ヵ所です。毎
年盆暮れには妻が一筆添えて線香代程度を送って
います。３、４年前に村上のお墓に行ったところ、大変
感激され、お付き合いも深くなりました。先代が大体史
跡にしてくれていましたが、今年、高田政岑（姫路で浴
衣まつりを始めて徳川家からひんしゅくを買った殿様で
すが）のお墓を文化財にしてもらいました。政岑は徳
川家から見ると犯罪者ですが、歴史として残すべきも
のがありますし、文化財に指定してもらえるのは個人
負担でなくなるのでありがたいです。東日本大震災で
館林のお墓が５、６基崩れ、修復に３千万円かかると
いうことでしたが、群馬県の管理でしたのでお任せし
ました。今は我が家よりも丈夫な耐震装置が入ってい
ます。
市橋　大岡さんは、「大岡裁き」で有名ですが、何か

伝えられているものはありますか。
大岡　大岡越前守日記や公務の記録など、書物の
類は多く残っています。現在は文化庁さんにお預けし
ています。まち火消しを組織したことで、江戸消防記念
館と繋がりがあり、今でも法要では法被姿で木遣りを
してくれます。
「大岡裁き」が有名で裁判所のイメージが強いです
が、”裁きもの”は半分フィクションではないでしょうか。
実際は、経済政策、新田開発、火消しなど司法だけで
なく行政官でもあったと思います。
内田　岡崎の西大平には大変立派な絵が残ってい
ます。文化人みたいな方もいたようですね。
井伊　私は先代の婿養子ですが、結婚後半年余り
で養父が亡くなったため、特に直接受け継いだものは
ありません。ただ、男子の名前には代 「々直」の字が使
われます。直弼のお父さんの代くらいから、「直」の下
の字はへんとつくりがわかれない左右対称に近い漢

字を使うことになっています。直弼のお父さんが「直
中」、その次が直亮、直弼、直憲、直忠、直愛、直豪
（先代）です。どちらに偏ることなく分け隔てなくというこ
とのようなので、受け継いでいくつもりで、息子にも付け
ました。どういう名前にしようかというよりどの字をつけよ
うか、という感じです。
市橋　戊辰戦争で唯一官軍を破ったのが庄内藩
（酒井藩）。周りが負け、降伏するなか、領民たちと一
緒になって最後まで頑張ったという珍しいお家ですが。
酒井　長篠の合戦後、信長公から戦功も含めて拝領
した「真光」という太刀と家康公から拝領した「信房」
という備前の太刀が伝わっており、国宝となっていて、
この２組が一番の宝と思っています。
今、市から助成をいただいて文化支援調査をしてい
て改めて思うのは、江戸時代の文化というのはすごく

深いものだなということです。江戸の社交として、それ
ぞれの大名家が点取俳諧をやったり、冷泉家と文通
しながら和歌をしていたようです。また、不思議なのは、
浜松の頭蛇寺城のご朱印状が、なぜか酒井家に
残っています。一揆などの時に頭蛇寺の松下家に協
力したことなどの流れかなと思っていますが、代々の将
軍家のご朱印状は見たことがなく、返せといわれると
困るので公表してよいものかどうかと思っています
（笑）。
また、会津若松や伊達藩など各地のお城の古絵図が
残っています。北海道から沖縄まであり、当時の大名
家は国全体を考え、いつ何時もかけつけられるようにと
いうことだったのかなと思っています。
昨年12月、鶴岡市はユネスコの食文化創造ネットワー
クに認定され、日本で唯一食文化で認定されました。
江戸から育ててきた甲州ぶどうを使った「月山ワイン」
があり、金賞を取りました。甲州ぶどうというのは品種で

すが、山梨の甲州ぶどうより、鶴岡の甲州ぶどうの方が
味がよいようです。食文化という形で伝統野菜が伝わ
ることは嬉しいことです。

市橋　明日はいよいよみなさんにもご参加いただく家
康行列です。明日に向けての気持ちやふるさと岡崎に
向けて一言いただいて会を閉めたいなと思います。
ちょうど３年前に古澤さんが家康役をやりましたので、
まずはその時の感想をお願いします。
古澤　家康行列は今年で56回目となります。私は乗
馬の経験がなく、市から１回分のトレーニング費用をい
ただきましたが、見苦しい乗り方をしてはいけないとい
うことで、自費で９回追加練習をして臨みました。当時
の人たちがどういう感覚で乗っていたかわかりません
が、すごく見渡せて眺めがよく、一生忘れられない思い
出です。通常の行列は700名ですが、今年は四百年
祭ということで総勢800名でより盛大に行われます。
酒井　先祖の地に来られて本当に感無量です。岡崎
市のご発展をお祈りしております。
井伊　四天王のなかでは新参者でございますが、岡
崎の発展を祈りながら行列に参加させていただきます。
大給　かなり前になりますが、現在の奥殿陣屋の奥
で放置されておりました代々のお墓をきれいに整備し
ていただき、本当に感謝しています。岡崎とは今後とも
末永いお付き合いをお願いします。
大岡　おかえりなさいと書いていただきまして、本当に
ふるさとに戻ってきたという感覚で家康行列を楽しみ
たいと思います。茅ヶ崎も規模は違いますが大岡祭と
いうパレードがあります。馬には市長、議長、会頭が持
ち回りで乗るのですが、岡崎の馬上の役にも市民が
参加する方法は参考になりました。
本多　みなさんとお会いするのは初めてでした。夏の
花火は毎年見ていましたが、桜が有名というのは知り
ませんでした。桜のなかの行列を楽しみたいと思います。
榊原　榊原サミットの４市（豊田市、姫路市、館林市、
上越市）以外、岡崎とのご縁を知らずにおりました。市
長さんがうちの土地に住んでらっしゃるということで、借
地料をいただかないといけないですね（笑）。当家は
転々としていたので、どこへ行っても歓迎していただ
き、祀っていただきありがたいです。このような機会を大
事にしていきたいです。今後も岡崎のみなさんと親しく
させていただければと思います。岡崎の発展を切に

願っております。
内田　ちなみに血縁関係はないそうですが、お隣の
西尾市長さんは、榊原康正というんですよ。
榊原　まさの字が違いますが、新聞などで存じていま
す。ご縁はないそうですが。
榊原は、三重県の榊原温泉が発祥の地です。伊勢
神宮の大宮司をしていたようで、榊原村は伊勢神宮
にサカキを奉納して、江戸から伊勢神宮へお参りする
方が温泉で体を清めて行ったという話をきいています。
深田　全国に武将行列はありますが、岡崎らしい武
将行列を市民としては期待したいです。歴史的には、
本多候を祀る映世神社の祭典で戦法鍛錬の儀式が
始まりで、明治になってから、映世神社と東照宮が一
緒になって今の龍城神社になり、本多家藩主に対す
る恩義を忘れてはいけないという不忘義団ができ、岡
崎のまちを練り歩いたものです。戦後、今のような観光
的なものになっていくわけですが、歴史的な背景を汲
んで、全国の武将行列の根幹となる品格のあるもの
であってほしいです。
本多忠勝公は家康公より少し前に亡くなっているので
すが、明治天皇の崩御で自粛され、三百年祭で、忠
勝公と家康公を一緒にしてお祭りをやりました。その
翌年が岡崎の市制施行の年となりました。
市橋　今日は床の間に鎧具足が飾ってございます。
家康公19歳、桶狭間の合戦の時に大高城に兵糧を
入れるという任務を背負った際に着用していたと伝わ
る「金陀美具足」のレプリカです。本物は久能山東照
宮にあって、200年以上ずっと江戸城の大名控えの
間に飾り、家康公自立の時の姿を各国の大名に見せ
たそうです。
岡崎公園には、この鎧を着た19歳の家康公像があり
ますが、その手前に59歳の家康公像もございます。こ
の像は350年祭の時に建立されたものですが、静岡
や浜松にも家康公の像はございますが、依怙贔屓な
しにこの像は品があり、私は一番好きです。関ヶ原合
戦の勝利後ですが、誇らしげに上を向くのではなく、む
しろうつむき口を結んでいる。多くの血が流れて天下
統一したことを背負っていると思うのです。
德川　若い頃、松平健さんと一緒に家康行列に参加
して、みなさんには「あの人、誰？」という感じだったと思
います。馬は大学時代よく乗っており、当時は材木２段
くらいなら飛べる腕前でした。
市橋　今日は、楽しいお話や驚きのお話など、盛りだく
さんお聞かせいただきました。

最後に深田さんからお礼のことばをお願いします。
深田　歴史を超えたサミットのような形で、貴重なお
話を数々聞かせていただきました。最後に八丁味噌
の味噌汁を飲んでいただき、味わっていただきたい。
この会をやるにあたり市から相談を受け、ふるさとに
帰ってきていただいたという「おかえりなさい」という気
持ちでお迎えしましょうと伝えました。料理長も随分勉
強してくれました。
江戸時代の300藩のうち120～130は三河出身です。
全国の３分の１はこの地域から全国のまちを作ってき
たということで、日本のふるさとそのものがこのまちでな
くてはいけないと思います。岡崎には謙遜半分、冗談
半分で、家康公が有能な家臣団を全部連れていって
しまったので、岡崎にはカスしか残っていないという言
い伝えがありますが、そんなことはありません。「士」と
「土」の文化という事が言われます。似た字ですが、
「士」は果実を作り「土」は芽を作り続けます。武士が
出て国を作り、ふるさとの「土」は新しい芽をつくり続け
ます。岡崎はふるさとの「土」であり、次の人材を作って
ゆく学びの町でありたいと思います。「家康公に学ぶ」
という姿勢で勉強していくことが岡崎の使命だと、この
四百年祭を通して考えていきたいと思います。
本当にありがとうござました。
市橋　ご無礼なことも多々あったと思いますが、お許
しください。これをご縁に交流を深めていただけたらあ
りがたいと思います。拙い司会で申し訳ありませんでし
た、ありがとうございました。

「おかえりなさい」をテーマにした料理

記念座談会

料　理 Menu

榊原 政信氏 井伊 直岳氏 酒井 忠久氏 古澤 武雄

なおよし

ほれいさい

ほしい
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市橋　家康公と十六神将、二十神将、二十四神将
の絵はいろいろあり、たいてい家康公をトップに縦並び
になっていることが多いのですが、岡崎の法蔵寺に伝
わっている十六神将図は、珍しく“車座”になっていま
す。今日は気楽な楽しい会にしたいので、この図にち
なんで車座の配席にしました。身分の上下なしにやり
たいと思います。
では、始めに内田市長より歓迎のことばをお願いします。
内田　岡崎市長の内田康宏でございます。名前に、
断りなく“康”の字を拝借しております。

本日は、遠いところ、徳川家康公生誕の地　岡崎まで
ようこそへお出で下さいました、心より歓迎申し上げま
す。本年2015年が、家康公の四百回忌にあたること
から、「家康公四百年祭」として、静岡市さん、浜松市
さんと一緒に１月より記念事業を開催しております。そ
の記念事業の一環といたしまして、德川様はじめ、ゆ
かりのご当主の皆様方にお集まりいただき、このような
座談会が開催できること、大変感激しております。世が
世なら拝謁すらできない皆様と同席させていただける
ことに感謝しております。

本日は、食事をしながらの座談会ですので、ざっくばら
んにご歓談いただき、皆様方の先祖が四百年以上
前、この地で団結し平和国家を目指されたことに思い
を馳せながら、楽しいひとときをお過ごしいただきたい
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
市橋　乾杯の音頭を古澤会頭にお願いします。
古澤　この岡崎は家康公生誕の地でございまして、
これまで生誕祭をやってまいりました。この薨去四百年
を迎えるにあたり、静岡では大変重きを置かれ、宗家
をお迎えして盛大にやろうという話が出た際、宗家の
方から岡崎を誘ってはどうかということでお声をかけて
いただきました。静岡商工会議所から連絡をいただい
た時、是非やりましょうということで即答しました。３年前
から参加させていただき、行政と一体となってこのよう
な形でいろいろできることを嬉しく思っています。
振り返ると、三百年祭は大変盛大にお祝いをされたと
いう記録が残っており、この四百年祭もいろいろな面
で取り組んでいます。今年の12月26日がクロージング
になるわけですが、来年の市制施行100周年に繋げ
ていき、この四百年祭を一過性のイベントではなく、家
康公についていろいろな面で勉強し、引き継いで繋い
でいきたい。地域が今後どう活性化していくかについ
て、取り組んでいきたい。
皆様が益々お元気で、それぞれの地域でご活躍いた
だき、岡崎が生誕の地としてこれからも頑張ることを祈
念いたしまして杯を上げたいと思います。ご唱和願い
ます。乾杯！

市橋　後ほど料理長より料理の説明がありますが、こ
こに「焼き味噌」がございます。家康公22歳、一向一

揆で出陣した時に、大久保忠世の妻が家康公に焼き
味噌を出して大変喜ばれたという記録が残っておりま
す。岡崎では八丁味噌が定番ですので、どうぞご賞
味ください。
それでは、箸を進めていただきながら、まずは自己紹介
ということで、德川様から時計まわりにお願いします。
皆様方の第一のふるさとは岡崎だと思っております
が、第二のふるさとについて繋がりや、今のお住まいと
は違う所で何か交流がありましたらあわせてご紹介を
お願いします。
德川　徳川を継いでおりますが、生まれは会津松平
家です。徳川家17代の家正公が祖父にあたります
が、家正の娘（母）が会津松平家に嫁ぎまして次男坊
として私が生まれました。徳川の家の男の子が亡く
なってしまい、祖父に大変かわいがられ、お相撲にも
最初に連れて行ってもらい、なんていいおじいちゃまな
んだろうと思っておりましたが、その頃から餌をまかれ
ていたようです。「ナナ」と呼ばれていたのですが、中
等科に入った頃、「ナナ、おうちに来るかい？」と言わ
れ、「うん、いいよ。」と言ったのが始まりで、中等科３年
の時に德川の家に入り、姓が德川に変わりました。同
じクラスに田安徳川家の親友がおり、彼が越前の松
平に養子にいったので、同じクラスの中で松平が徳川
に、徳川が松平になって、皆に笑われた。大変な家と
思わず、いたずら坊主で、当時、真田十勇士が大変
流行っており、いかに徳川が悪い奴で、どうしても真田
十勇士に近づけないということを懇 と々祖父に説明し
た覚えがあります。德川の当主になると思っておらず、
また、德川の当主がとても忙しくあちらこちらに行くとい
うことも知りませんでした。
最近、歴史の本などを見るにつけて、今の政治や世
界を見ると、家康公のような方がたくさんおられてもう

少し日本も世界も上手くいくといいなとつくづく思うこと
が多くなりました。日本が二百数十年の平和を保った
江戸時代に欧米の諸国は70回、80回と戦争を重ね、
世界中を植民地にしましたが、その反動が今日まで続
く世界各地での戦争です。日本は明治に入って西欧
に負けるなと戦争を続ける道を選んだ訳ですが、これ
は明らかに間違った道でした。今の世界を心配すれ
ばするほど、徳川時代の文化や考え方をもう少し広め
ないと、という気持ちです。
德川夫人　私の里は薩摩の寺島と申します。元総理
大臣の細川護煕さんは従兄妹にあたります。徳川家と
は繋がりがなく、いつも傍観者的でしたが、金婚式も済
ませ、今はもうすっかり徳川の家に巻き込まれておりま
すが。
深田　志交流勉強会おかざき塾をやっております。
元々は地元の酒蔵ですが、転機は愛・地球博です。
その時のテーマは自然の叡智で、持続可能な社会と
いうことばが頻繁に使われるようになりました。これらの
言葉が家康公や江戸時代と繋がり、私たちが21世紀
に各地に訴えなければならないことだと感じ、酒蔵から
勉強会を始めました。万博の頃、德川記念財団が立
ち上がり、作文コンクールなどでご一緒させていただき
親しく勉強させていただいております。
勉強会を通じて、岡崎のグランドデザインを求め、「江
戸のふるさと岡崎」という言葉で表現しようと考え提案
してきました。岡崎が単に江戸への出発点ということで
はなく、江戸という社会そのもののふるさとにならなけ
ればならない、岡崎のまちづくりの根幹であろうと提案
しています。あれから10年経ってこの家康公四百年
祭、ここから岡崎のまちが出発していく機会にしたいと
いう思いでおります。
市橋　今日を迎えるにあたり先祖について調べてみま
した。私は岐阜出身で、亡くなった父から織田信長の
家臣だったと聞かされていましたが、どう調べてみても
お百姓さんだと思っております。父が死ぬまで言い続
けたので、そう（織田の家臣）だったよと言って見送りま
した（笑）。
榊原　私で１７代目。徳川家とのご縁は、榊原康政が
上野城で生まれ、幼い頃から徳川家の菩提寺である
大樹寺で学問をしたと歴史的には聞いています。母
が徳川慶喜さんの孫なので、親しくさせていただいて
います。
お城は、岡崎を出て徳川さんと一緒に江戸に上がり、
館林→会津→姫路→村上→姫路→高田と移り、最

後の高田で128年居たので、高田とのお付き合いが
一番深いです。自分は悪ガキで歴史の知識はありま
せんが、上越の博物館の研究員さんが詳しく調べてく
れたり、「榊原サミット」ということで豊田、姫路、館林、
上越の４市長とお付き合いがあります。年に１回持ち
回りで行っています。水害や災害時に助け合おうとい
うことで豊田市長からお声がけがあり、先代が始め20
年以上になります。
本多　私で２２代目。父が昨年亡くなり、今年からいろ
いろな催しに参加したり、雑誌やテレビなどの取材が
増えました。10歳か11歳の頃本多になりまして、それ
から毎年、岡崎の夏のおまつりへ来させてもらっていま
す。今でも本多のものは岡崎へ預けさせてもらい、展
示等していただいています。祖母の代に岡崎とのつな
がりを持たせていただいています。（千葉県の）大多
喜とも繋がりはありますが、岡崎が一番繋がりが強い
です。
市橋　本多家は、第一のふるさとも第二のふるさとも
岡崎だと思っております。本多忠次邸が岡崎で再建さ
れております。
古澤　岡崎は老舗の企業が多くあり、約3,000社のう
ち、百年以上の企業が約170社ほどあります。その中
で、私は父の事業を継いだ２代目で、３代目にシフトし
たところです。３代目が事業を継続していくことは大変
なことと感じております。深田さんとは中学から大学ま
で一緒で、彼が１年後輩です。私は実業の方しかやっ
ていないですが、このような席に参加できるのも家康公
のおかげだと思っています。時代が変わっていることも
感じており、これからの岡崎のあり方について勉強して
いきたいです。
大岡　私で１５代目。２代忠政の時代に武功があり、
家康公から相模（現・茅ヶ崎）に領地をいただきまし
た。そちらに浄見寺（浄土宗）を菩提寺として建て、
代々の墓を守っていただいております。５代忠相が江

戸町奉行として、今で言う司法、行政、警察をとりまと
めたような仕事についており、そのおかげで、西大平
藩を拝領いたしました。大きな戦で分を上げて偉くなっ
た大大名とは違い、一生懸命働いて出世したサラリー
マン大名だったと思っています。何事も真面目にコツコ
ツやる家系でございます。父は元気ですが、高齢のた
め私が代理で参加させていただきました。
２代の茅ヶ崎と５代以降の岡崎がゆかりの都市として
文化交流が続いていることは、嬉しく思います。東京に
住んでいますが、茅ヶ崎に行っても岡崎に来ても徳川様
のご縁の中で生かさせていただいていると感じます。
市橋　越前の守・忠相は有名ですが、お父様もタダス
ケさんとおっしゃるのですよね。
初代の忠勝公は清康、広忠、家康と３代に仕えたよう
で、かなり古くからの譜代の家臣で活躍をされていた
のですね。
大岡　すけの字が違いますが、そうです（忠輔）。小さ
な家ですが、テレビのおかげで名前だけは有名になり
ました（笑）。
大給　私で１４代目。大給家のもとは松平で、岡崎は
一番のふるさと。
大給家の最後（江戸から明治に変わるころ）におりま
したのは、佐久（臼田）龍岡城でした。龍岡城は、函館
の五稜郭と形状が同じ城で、そのミニ版を造ったと言
われており、もっと多くの方に知っていただきたいと思っ
ていますが、なかなか広まらないのが現実です。
７年前に亡くなった父は尾張徳川家の三男坊で大給
家に養子に入りました。両親が結婚した時の新聞報
道は、父を岡崎の奥殿藩主と紹介しており、城のある
佐久の人たちは大変落胆したと聞いています。佐久
からは曾祖父の代に東京に移りましたが、父は一度も
戻らず不義理をしておりましたことから、私の代で何か
お返しすることができたらと思い、現在は東京に臼田
出身の方の会があるので、そちらのお手伝いをしてい

ます。
今日は車でこちらにきましたが、岡崎の桜は大変きれ
いで感動しました。岡崎には、夏の花火大会に招かれ
伺ったことがありますが、花火大会の終わった後にたく
さんのゴミがありましたが、翌朝にはきれいに掃除され
ており、どこでもできることではないと大変感心した覚
えがあります。岡崎とは、今後ともお付き合いをさせて
いただきたいです。
市橋　大給恒様が日本赤十字社の創設の一番の功
労者だと思いますが、今でも赤十字社のお役をやられ
ているのですか。
大給　はい。４年前に日本赤十字社を退きまして、関
連の会社に勤めております。本社の社屋管理の会社
に３年おりまして、現在赤十字が所有する施設・車両
などの各種保険業務を行っている会社におります。
内田　私が住んでいるのは康生町という名前で、か
つては城郭の中にありました。明治維新以降、市街地
になっていった際、家康公が生まれた場所だからとい
うことでこのような名前になりました。武家屋敷があった
ところで、誰が住んでいたのかは知りませんでしたが、
市橋先生が探してきてくれた江戸時代の土地図により
ますと、なんと榊原康政邸のあった所ということがわか
りました。お城の見える所で育ち、よくお城を見てぼん
やりして先生に叱られた覚えがあります。お城や岡崎
の歴史については子どもの頃からよく調べたものです。
内田という名前は、いかにも明治維新後、自分の田ん
ぼができてうれしくて百姓が付けたものだと思いこんで
いましたが、岡崎の北部の方に、鎌倉時代から続く家
系図を見せていただいたことがあり、内田家は昔から
あって分家の末裔が私だということでした。
【さきほど長州のお話が出ましたが、最初に秘書でお
世話になったのが、安倍晋太郎先生でした。先生は
大変優しく迎えてくださいましたが、「よく徳川の岡崎か
ら長州の秘書になったな、まずいと思わなかったの
か。」と最初に言われました。安倍総理夫人の昭恵さ
んのご実家である森永の工場が岡崎にあったりした
ご縁もあり、現在も親しくさせていただいております。】
岡崎はこれまで産業都市として発展してきました。愛
知県全体で工業出荷高が40兆円ありまして、その半
分の21兆円はこの西三河で生産しております。そのた
めに、ふるさとの素晴らしい歴史を蔑ろにして戦後
走ってきた面がございます。前回の選挙で、「歴史的
な文化遺産を活かしたまちづくり」、「河川を活かしたま
ちづくり」を掲げました。新しい街の計画の中で、セント

ラルアベニューという道路を計画しておりますが、そこ
に四天王の石像の設置を考えており、それぞれのエピ
ソードを取り入れた歴史に繋がるものにしたいです。ま
た、東岡崎駅前には生誕地なのに何もないので、仙台
の伊達政宗像に負けないような若き日の家康公像を
建てたいと思っております。
井伊　井伊直政を初代として私で１８代目。歴史上有
名になったのは井伊直政からです。直政が２歳の頃、
父親が今川に殺され、その後母親が別の家に再嫁し
たことから、一旦井伊の名字でなくなりました。しかし、
15歳の時に家康公に召し抱えられ、再び井伊を名乗
ることができ今に続いています。井伊家は、四天王のう
ち唯一三河出身ではありません。関ヶ原の戦いのあと
石田三成の城だった佐和山城をもらい、その後、息子
の代に新しく彦根城を造りました。初代以降、彦根を
動いていないことや、先々代の直愛が昭和28年から
平成元年まで９期36年彦根市長を務めたこともあり、
井伊家と彦根とは非常に深い関係があります。
酒井　酒井忠次を祖といたしまして私で１８代目。焼き
味噌懐かしいですね。祖母が茶碗に味噌をつけて食
べていたのを思い出しました。岡崎から食文化が流れ
てきたのかなと思います。
酒井家は転勤族で、吉田（豊橋）→臼井（佐倉）→高
崎→高田（榊原さんの前任者）→松代（長野）→庄内
に入りました。
先日、教育テレビの取材がありまして、信康公の取材
でお話ししたことですが、庄内藩では、徳川信康公を
祀っている立派な社があります。1676年に支藩である
松山藩に忠次公と信康公を祀るよう命じて造らせたも
ので、２年に１度、幕府から目付がきて警護の行列をし
たり、甫嶺祭をしたりしていたようです。幕府の目を憚り
ながら小さくおまつりをしていたそうです。酒井家として
は大々的にはお参りはしませんが、立場上、信康公を
かばいきれなかったことが終生、酒井家の中に残って

います。
市橋　信康事件も築山事件も、江戸時代から書かれ
た資料が多く、実際がはっきりしない。ドラマなどで断じ
てしまわれることが残念だなと思うことがあります。
　ちょうど焼き味噌のお話が出ましたが、いかがです
か。昔は湯漬けに焼き味噌をつけてよく食べたと言わ
れますが。
榊原　私は好きです。どこで食べたかは覚えてない
が、初めてではないです。
内田　戦の時は、糒と焼き味噌だったんですよね。
古澤　焼き味噌にはお酒が合います。八丁味噌は伝
統製法を受け継いで作られていて、子どもの頃から高
級品ではあったが、いろいろな所で食べさせていただ
いています。赤味噌、豆味噌は当たり前で育ったの
で、濃いとか言われますが、なんの抵抗もなくいただい
ています。
德川夫人　普段は違いますが、岡崎から赤味噌をご
縁でよくいただくので、よく食べます。美味しいと思いま
す。最近は米味噌が多いですが、豆味噌なのですね。
酒井　東北ですが、普段から赤味噌です。

市橋　今日のテーマは、「ようこそ」ではなく、「おかえり
なさい」です。今日のお料理はこのテーマに沿って考
えていただいたようですので、料理長から説明をお願
いします。ちなみに、料理長は私の中学の教え子で、
第１回から家康公検定を毎年受験し、いつも90点以
上の高得点です。日頃からの熱心な勉強が今回の料
理に活かされていると思います。
渡辺料理長　皆様、おかえりなさい。大変素晴らしい
機会を頂きましてありがとうございます。本日、お玄関に
は、来賓８名の皆様が重なり合う、つまり、たくさんお話
をされ、話の中に大きなお花を咲くようにと八重桜を用

意いたしました。家康公や三河武士にはたくさんの食
に関するエピソードがございます。家康公がお生まれ
になった頃は、東に今川、西に織田という大変な状況
であった当時の三河を思いながら、戦国から現在の
ふるさとのストーリーを表現しました。
先付は、戦国を思い、干し飯に焼き味噌、食前酒には
濁り酒を用意致しました。焼き味噌は、大久保忠世の
妻のエピソードがございます。そして、小吸い物として、
ウサギ汁の清ましを用意致しました。林藤助のエピ
ソードもあり、徳川様では、毎年お正月に召し上がられ
ていると伺っております。前菜は、江戸時代から街道
のはやりものとして鮎や蛸が評判になっていたようで
す。現在では小女子が非常にたくさん獲れます。お椀
は、春の三河の風物詩としてあさりが美味しくなってお
ります。東京にも大量に出荷しておりまして、一色でと
れたものです。お造りは、三河の玄関口碧南大浜より
揃えました。大浜は徳川様のご先祖も訪れた地です。
焼き物は、竹の子を材料に竹千代君を思いながら、鴨
を使い、成長された家康公の鷹狩りを表現しました。
強肴は、三河の代表であるシャコです。揚げ物は、家
康公は天ぷらがお好きだったということで、鷹狩の接
待に茶屋四郎次郎が当時使ったと言われる「かやの
油」で鯛と穴子を揚げました。締めのごはんは、伊賀
超えの佃煮と八丁味噌のお味噌汁でふるさとを感じ
ていただきたいと思います。
最後になりますが、本日おかえりなられた８名の皆様が
食事を通じて、ふるさとの桜のように話に花を咲かせ、
これからもお付き合いが続きますことを願っております。
德川　伊賀超えの佃煮とはどういう
ものですか。
料理長　伊賀超えの際に船頭が川
魚を干したものを出し、家康公が非
常に喜ばれたと聞いております。江戸
に移られた際に神崎川の近くの漁民
（佃村）を呼び寄せて作らせ、後に佃
煮となったそうです。佃島の地名の由
来でもあります。当店で作ったものに
なります。
市橋　德川様には鯛の天ぷらに気
を付けてもらいたいです（笑）。前菜
に鮎の甘露煮がありましたが、十返
舎一九の東海道中膝栗毛の中で、
弥次さん、喜多さんが岡崎宿に入っ
て最初に食べたのが「鮎の煮浸し」

で、大変美味しいと書かれております。鮎も岡崎の名
物だったはずということで今回入れられたと思います。
赤味噌の文化は全国的にはないようですが普段はい
かがですか。
大岡　東京ですが、普段でも赤味噌は食べます。
榊原　お味噌汁の具によって、赤、白、ミックスを使い
分けています。豆腐は何でも合いますが、なめこは八
丁味噌が合うと思います。
内田　中学の修学旅行で東京に行った時、朝食の
お味噌汁が白味噌で、何なのか聞いた覚えがありま
す。その時初めて、赤味噌がマイノリティと知りショック
を受けました。
榊原　赤味噌と八丁味噌は正式には違うんですよ
ね。東京は出し汁に味噌を溶かすくらいの感覚なので
煮込まないが、八丁味噌は翌日煮て食べるくらいが美
味しくて好きです。
古澤　名古屋で八丁味噌が商品名として使われて
いるので、岡崎では老舗の２社が協同組合を作って
「岡崎八丁味噌」というブランディングをしています。よく
混同されますが、本場は岡崎の豆味噌です。
市橋　家康公は健康に気を付けて長寿だったという
ことですが、何か気を付けていることがありますか。伝
統的に食べているものなどあれば。
德川　まったく気を付けていません。自由奔放に食べ
て飲んでいます。伝統的なものも特にないです。
市橋　駿府時代に侍女たちに漬物の味を辛くするよ
う命じたのは、少しの漬物でたくさんのごはんが食べら
れるからだということだったようですが。

德川　家康公は最後まで、焼き味噌とにぎりめしを
持って、若者たちを連れて回っておられたそうです。そ
の先で鯛が美味しくて食べ過ぎて・・・ということですが、
その鯛がどんな鯛だということでよく揉めるんです（笑）。
市橋　戦国武将のなかでも家康公の健康管理は突
出していたと思います。当時の豆味噌の持つ栄養、滋
養強壮によいということが影響していたのではと、手前
味噌で思っています。
榊原　出たものを食べ、好き嫌いなしが健康に一番よ
いと思っています。ゲテモノも食べます。海外へ行って
も、その国のものを食べることにしています。海外で日
本料理屋に入るということはしません。
大給　大給家のものは特にないですが、我が家で
は、お茶漬けと納豆を食べることがなく、成人するまで
食べたことがありませんでした。ある時、料亭でお茶漬
けをいただき、こんなに美味しいものかと知り、家で
作ってもらったのですが、ただお茶をかけたものでまず
く、（料亭のように）出し汁がきいているお茶漬けでない
と美味しくないことを知りました。また、納豆を京都で初
めて食べましたが、食べ方がわからずそのまま食べた
ので、匂いばかりで美味しくありませんでした。佐久で
はイナゴや蜂の子など皆があまり手を出さないものが
出てきて困ることがありました。かつて、佐久で昔の結
婚式で出されていた料理をいただきましたが、日持ち
のする材料が使われ、当時の状況を知ることが出来ま
したが、出ていました蕎麦は現在たべているものと違
い、あまりおいしいと思いませんでした。

市橋　それぞれのお家で、代々伝えられているものな
どがありましたら教えてください。
本多　当主が亡くなるとお墓に刀を入れると祖母から
聞いたことがあり、実際、父の納骨時に８～10本錆び
た刀が棹と一緒に入っていまして、本当だったのだな
と驚きました。忠勝のお墓は桑名にあり、代々の墓は谷
中墓地あります。
内田　刀というのは、埋葬するために特別にあつらえ
るものか、代々伝わる刀ですか。
本多　昔からあるものではないと思います。
榊原　きっと生まれた時に作る「御守り刀」ではないで
すか。
お墓と言えば、当家は城を転 と々していたので、各地
にお墓があります。自分の生まれた時は36ヵ所にあり

ました。現在お付き合いしているのは16ヵ所です。毎
年盆暮れには妻が一筆添えて線香代程度を送って
います。３、４年前に村上のお墓に行ったところ、大変
感激され、お付き合いも深くなりました。先代が大体史
跡にしてくれていましたが、今年、高田政岑（姫路で浴
衣まつりを始めて徳川家からひんしゅくを買った殿様で
すが）のお墓を文化財にしてもらいました。政岑は徳
川家から見ると犯罪者ですが、歴史として残すべきも
のがありますし、文化財に指定してもらえるのは個人
負担でなくなるのでありがたいです。東日本大震災で
館林のお墓が５、６基崩れ、修復に３千万円かかると
いうことでしたが、群馬県の管理でしたのでお任せし
ました。今は我が家よりも丈夫な耐震装置が入ってい
ます。
市橋　大岡さんは、「大岡裁き」で有名ですが、何か

伝えられているものはありますか。
大岡　大岡越前守日記や公務の記録など、書物の
類は多く残っています。現在は文化庁さんにお預けし
ています。まち火消しを組織したことで、江戸消防記念
館と繋がりがあり、今でも法要では法被姿で木遣りを
してくれます。
「大岡裁き」が有名で裁判所のイメージが強いです
が、”裁きもの”は半分フィクションではないでしょうか。
実際は、経済政策、新田開発、火消しなど司法だけで
なく行政官でもあったと思います。
内田　岡崎の西大平には大変立派な絵が残ってい
ます。文化人みたいな方もいたようですね。
井伊　私は先代の婿養子ですが、結婚後半年余り
で養父が亡くなったため、特に直接受け継いだものは
ありません。ただ、男子の名前には代 「々直」の字が使
われます。直弼のお父さんの代くらいから、「直」の下
の字はへんとつくりがわかれない左右対称に近い漢

字を使うことになっています。直弼のお父さんが「直
中」、その次が直亮、直弼、直憲、直忠、直愛、直豪
（先代）です。どちらに偏ることなく分け隔てなくというこ
とのようなので、受け継いでいくつもりで、息子にも付け
ました。どういう名前にしようかというよりどの字をつけよ
うか、という感じです。
市橋　戊辰戦争で唯一官軍を破ったのが庄内藩
（酒井藩）。周りが負け、降伏するなか、領民たちと一
緒になって最後まで頑張ったという珍しいお家ですが。
酒井　長篠の合戦後、信長公から戦功も含めて拝領
した「真光」という太刀と家康公から拝領した「信房」
という備前の太刀が伝わっており、国宝となっていて、
この２組が一番の宝と思っています。
今、市から助成をいただいて文化支援調査をしてい
て改めて思うのは、江戸時代の文化というのはすごく

深いものだなということです。江戸の社交として、それ
ぞれの大名家が点取俳諧をやったり、冷泉家と文通
しながら和歌をしていたようです。また、不思議なのは、
浜松の頭蛇寺城のご朱印状が、なぜか酒井家に
残っています。一揆などの時に頭蛇寺の松下家に協
力したことなどの流れかなと思っていますが、代々の将
軍家のご朱印状は見たことがなく、返せといわれると
困るので公表してよいものかどうかと思っています
（笑）。
また、会津若松や伊達藩など各地のお城の古絵図が
残っています。北海道から沖縄まであり、当時の大名
家は国全体を考え、いつ何時もかけつけられるようにと
いうことだったのかなと思っています。
昨年12月、鶴岡市はユネスコの食文化創造ネットワー
クに認定され、日本で唯一食文化で認定されました。
江戸から育ててきた甲州ぶどうを使った「月山ワイン」
があり、金賞を取りました。甲州ぶどうというのは品種で

すが、山梨の甲州ぶどうより、鶴岡の甲州ぶどうの方が
味がよいようです。食文化という形で伝統野菜が伝わ
ることは嬉しいことです。

市橋　明日はいよいよみなさんにもご参加いただく家
康行列です。明日に向けての気持ちやふるさと岡崎に
向けて一言いただいて会を閉めたいなと思います。
ちょうど３年前に古澤さんが家康役をやりましたので、
まずはその時の感想をお願いします。
古澤　家康行列は今年で56回目となります。私は乗
馬の経験がなく、市から１回分のトレーニング費用をい
ただきましたが、見苦しい乗り方をしてはいけないとい
うことで、自費で９回追加練習をして臨みました。当時
の人たちがどういう感覚で乗っていたかわかりません
が、すごく見渡せて眺めがよく、一生忘れられない思い
出です。通常の行列は700名ですが、今年は四百年
祭ということで総勢800名でより盛大に行われます。
酒井　先祖の地に来られて本当に感無量です。岡崎
市のご発展をお祈りしております。
井伊　四天王のなかでは新参者でございますが、岡
崎の発展を祈りながら行列に参加させていただきます。
大給　かなり前になりますが、現在の奥殿陣屋の奥
で放置されておりました代々のお墓をきれいに整備し
ていただき、本当に感謝しています。岡崎とは今後とも
末永いお付き合いをお願いします。
大岡　おかえりなさいと書いていただきまして、本当に
ふるさとに戻ってきたという感覚で家康行列を楽しみ
たいと思います。茅ヶ崎も規模は違いますが大岡祭と
いうパレードがあります。馬には市長、議長、会頭が持
ち回りで乗るのですが、岡崎の馬上の役にも市民が
参加する方法は参考になりました。
本多　みなさんとお会いするのは初めてでした。夏の
花火は毎年見ていましたが、桜が有名というのは知り
ませんでした。桜のなかの行列を楽しみたいと思います。
榊原　榊原サミットの４市（豊田市、姫路市、館林市、
上越市）以外、岡崎とのご縁を知らずにおりました。市
長さんがうちの土地に住んでらっしゃるということで、借
地料をいただかないといけないですね（笑）。当家は
転々としていたので、どこへ行っても歓迎していただ
き、祀っていただきありがたいです。このような機会を大
事にしていきたいです。今後も岡崎のみなさんと親しく
させていただければと思います。岡崎の発展を切に

願っております。
内田　ちなみに血縁関係はないそうですが、お隣の
西尾市長さんは、榊原康正というんですよ。
榊原　まさの字が違いますが、新聞などで存じていま
す。ご縁はないそうですが。
榊原は、三重県の榊原温泉が発祥の地です。伊勢
神宮の大宮司をしていたようで、榊原村は伊勢神宮
にサカキを奉納して、江戸から伊勢神宮へお参りする
方が温泉で体を清めて行ったという話をきいています。
深田　全国に武将行列はありますが、岡崎らしい武
将行列を市民としては期待したいです。歴史的には、
本多候を祀る映世神社の祭典で戦法鍛錬の儀式が
始まりで、明治になってから、映世神社と東照宮が一
緒になって今の龍城神社になり、本多家藩主に対す
る恩義を忘れてはいけないという不忘義団ができ、岡
崎のまちを練り歩いたものです。戦後、今のような観光
的なものになっていくわけですが、歴史的な背景を汲
んで、全国の武将行列の根幹となる品格のあるもの
であってほしいです。
本多忠勝公は家康公より少し前に亡くなっているので
すが、明治天皇の崩御で自粛され、三百年祭で、忠
勝公と家康公を一緒にしてお祭りをやりました。その
翌年が岡崎の市制施行の年となりました。
市橋　今日は床の間に鎧具足が飾ってございます。
家康公19歳、桶狭間の合戦の時に大高城に兵糧を
入れるという任務を背負った際に着用していたと伝わ
る「金陀美具足」のレプリカです。本物は久能山東照
宮にあって、200年以上ずっと江戸城の大名控えの
間に飾り、家康公自立の時の姿を各国の大名に見せ
たそうです。
岡崎公園には、この鎧を着た19歳の家康公像があり
ますが、その手前に59歳の家康公像もございます。こ
の像は350年祭の時に建立されたものですが、静岡
や浜松にも家康公の像はございますが、依怙贔屓な
しにこの像は品があり、私は一番好きです。関ヶ原合
戦の勝利後ですが、誇らしげに上を向くのではなく、む
しろうつむき口を結んでいる。多くの血が流れて天下
統一したことを背負っていると思うのです。
德川　若い頃、松平健さんと一緒に家康行列に参加
して、みなさんには「あの人、誰？」という感じだったと思
います。馬は大学時代よく乗っており、当時は材木２段
くらいなら飛べる腕前でした。
市橋　今日は、楽しいお話や驚きのお話など、盛りだく
さんお聞かせいただきました。

最後に深田さんからお礼のことばをお願いします。
深田　歴史を超えたサミットのような形で、貴重なお
話を数々聞かせていただきました。最後に八丁味噌
の味噌汁を飲んでいただき、味わっていただきたい。
この会をやるにあたり市から相談を受け、ふるさとに
帰ってきていただいたという「おかえりなさい」という気
持ちでお迎えしましょうと伝えました。料理長も随分勉
強してくれました。
江戸時代の300藩のうち120～130は三河出身です。
全国の３分の１はこの地域から全国のまちを作ってき
たということで、日本のふるさとそのものがこのまちでな
くてはいけないと思います。岡崎には謙遜半分、冗談
半分で、家康公が有能な家臣団を全部連れていって
しまったので、岡崎にはカスしか残っていないという言
い伝えがありますが、そんなことはありません。「士」と
「土」の文化という事が言われます。似た字ですが、
「士」は果実を作り「土」は芽を作り続けます。武士が
出て国を作り、ふるさとの「土」は新しい芽をつくり続け
ます。岡崎はふるさとの「土」であり、次の人材を作って
ゆく学びの町でありたいと思います。「家康公に学ぶ」
という姿勢で勉強していくことが岡崎の使命だと、この
四百年祭を通して考えていきたいと思います。
本当にありがとうござました。
市橋　ご無礼なことも多々あったと思いますが、お許
しください。これをご縁に交流を深めていただけたらあ
りがたいと思います。拙い司会で申し訳ありませんでし
た、ありがとうございました。

記念座談会

伝わること
Tradition

IEYASU Procession岡崎、家康行列について

大給 乘龍氏 内田 康宏 大岡 秀朗氏 本多 大將氏

あき のり よし ひで

さねみつ のぶふさ

ず　だ　じ

58    OKAZAKI OKAZAKI     59



市橋　家康公と十六神将、二十神将、二十四神将
の絵はいろいろあり、たいてい家康公をトップに縦並び
になっていることが多いのですが、岡崎の法蔵寺に伝
わっている十六神将図は、珍しく“車座”になっていま
す。今日は気楽な楽しい会にしたいので、この図にち
なんで車座の配席にしました。身分の上下なしにやり
たいと思います。
では、始めに内田市長より歓迎のことばをお願いします。
内田　岡崎市長の内田康宏でございます。名前に、
断りなく“康”の字を拝借しております。

本日は、遠いところ、徳川家康公生誕の地　岡崎まで
ようこそへお出で下さいました、心より歓迎申し上げま
す。本年2015年が、家康公の四百回忌にあたること
から、「家康公四百年祭」として、静岡市さん、浜松市
さんと一緒に１月より記念事業を開催しております。そ
の記念事業の一環といたしまして、德川様はじめ、ゆ
かりのご当主の皆様方にお集まりいただき、このような
座談会が開催できること、大変感激しております。世が
世なら拝謁すらできない皆様と同席させていただける
ことに感謝しております。

本日は、食事をしながらの座談会ですので、ざっくばら
んにご歓談いただき、皆様方の先祖が四百年以上
前、この地で団結し平和国家を目指されたことに思い
を馳せながら、楽しいひとときをお過ごしいただきたい
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
市橋　乾杯の音頭を古澤会頭にお願いします。
古澤　この岡崎は家康公生誕の地でございまして、
これまで生誕祭をやってまいりました。この薨去四百年
を迎えるにあたり、静岡では大変重きを置かれ、宗家
をお迎えして盛大にやろうという話が出た際、宗家の
方から岡崎を誘ってはどうかということでお声をかけて
いただきました。静岡商工会議所から連絡をいただい
た時、是非やりましょうということで即答しました。３年前
から参加させていただき、行政と一体となってこのよう
な形でいろいろできることを嬉しく思っています。
振り返ると、三百年祭は大変盛大にお祝いをされたと
いう記録が残っており、この四百年祭もいろいろな面
で取り組んでいます。今年の12月26日がクロージング
になるわけですが、来年の市制施行100周年に繋げ
ていき、この四百年祭を一過性のイベントではなく、家
康公についていろいろな面で勉強し、引き継いで繋い
でいきたい。地域が今後どう活性化していくかについ
て、取り組んでいきたい。
皆様が益々お元気で、それぞれの地域でご活躍いた
だき、岡崎が生誕の地としてこれからも頑張ることを祈
念いたしまして杯を上げたいと思います。ご唱和願い
ます。乾杯！

市橋　後ほど料理長より料理の説明がありますが、こ
こに「焼き味噌」がございます。家康公22歳、一向一

揆で出陣した時に、大久保忠世の妻が家康公に焼き
味噌を出して大変喜ばれたという記録が残っておりま
す。岡崎では八丁味噌が定番ですので、どうぞご賞
味ください。
それでは、箸を進めていただきながら、まずは自己紹介
ということで、德川様から時計まわりにお願いします。
皆様方の第一のふるさとは岡崎だと思っております
が、第二のふるさとについて繋がりや、今のお住まいと
は違う所で何か交流がありましたらあわせてご紹介を
お願いします。
德川　徳川を継いでおりますが、生まれは会津松平
家です。徳川家17代の家正公が祖父にあたります
が、家正の娘（母）が会津松平家に嫁ぎまして次男坊
として私が生まれました。徳川の家の男の子が亡く
なってしまい、祖父に大変かわいがられ、お相撲にも
最初に連れて行ってもらい、なんていいおじいちゃまな
んだろうと思っておりましたが、その頃から餌をまかれ
ていたようです。「ナナ」と呼ばれていたのですが、中
等科に入った頃、「ナナ、おうちに来るかい？」と言わ
れ、「うん、いいよ。」と言ったのが始まりで、中等科３年
の時に德川の家に入り、姓が德川に変わりました。同
じクラスに田安徳川家の親友がおり、彼が越前の松
平に養子にいったので、同じクラスの中で松平が徳川
に、徳川が松平になって、皆に笑われた。大変な家と
思わず、いたずら坊主で、当時、真田十勇士が大変
流行っており、いかに徳川が悪い奴で、どうしても真田
十勇士に近づけないということを懇 と々祖父に説明し
た覚えがあります。德川の当主になると思っておらず、
また、德川の当主がとても忙しくあちらこちらに行くとい
うことも知りませんでした。
最近、歴史の本などを見るにつけて、今の政治や世
界を見ると、家康公のような方がたくさんおられてもう

少し日本も世界も上手くいくといいなとつくづく思うこと
が多くなりました。日本が二百数十年の平和を保った
江戸時代に欧米の諸国は70回、80回と戦争を重ね、
世界中を植民地にしましたが、その反動が今日まで続
く世界各地での戦争です。日本は明治に入って西欧
に負けるなと戦争を続ける道を選んだ訳ですが、これ
は明らかに間違った道でした。今の世界を心配すれ
ばするほど、徳川時代の文化や考え方をもう少し広め
ないと、という気持ちです。
德川夫人　私の里は薩摩の寺島と申します。元総理
大臣の細川護煕さんは従兄妹にあたります。徳川家と
は繋がりがなく、いつも傍観者的でしたが、金婚式も済
ませ、今はもうすっかり徳川の家に巻き込まれておりま
すが。
深田　志交流勉強会おかざき塾をやっております。
元々は地元の酒蔵ですが、転機は愛・地球博です。
その時のテーマは自然の叡智で、持続可能な社会と
いうことばが頻繁に使われるようになりました。これらの
言葉が家康公や江戸時代と繋がり、私たちが21世紀
に各地に訴えなければならないことだと感じ、酒蔵から
勉強会を始めました。万博の頃、德川記念財団が立
ち上がり、作文コンクールなどでご一緒させていただき
親しく勉強させていただいております。
勉強会を通じて、岡崎のグランドデザインを求め、「江
戸のふるさと岡崎」という言葉で表現しようと考え提案
してきました。岡崎が単に江戸への出発点ということで
はなく、江戸という社会そのもののふるさとにならなけ
ればならない、岡崎のまちづくりの根幹であろうと提案
しています。あれから10年経ってこの家康公四百年
祭、ここから岡崎のまちが出発していく機会にしたいと
いう思いでおります。
市橋　今日を迎えるにあたり先祖について調べてみま
した。私は岐阜出身で、亡くなった父から織田信長の
家臣だったと聞かされていましたが、どう調べてみても
お百姓さんだと思っております。父が死ぬまで言い続
けたので、そう（織田の家臣）だったよと言って見送りま
した（笑）。
榊原　私で１７代目。徳川家とのご縁は、榊原康政が
上野城で生まれ、幼い頃から徳川家の菩提寺である
大樹寺で学問をしたと歴史的には聞いています。母
が徳川慶喜さんの孫なので、親しくさせていただいて
います。
お城は、岡崎を出て徳川さんと一緒に江戸に上がり、
館林→会津→姫路→村上→姫路→高田と移り、最

後の高田で128年居たので、高田とのお付き合いが
一番深いです。自分は悪ガキで歴史の知識はありま
せんが、上越の博物館の研究員さんが詳しく調べてく
れたり、「榊原サミット」ということで豊田、姫路、館林、
上越の４市長とお付き合いがあります。年に１回持ち
回りで行っています。水害や災害時に助け合おうとい
うことで豊田市長からお声がけがあり、先代が始め20
年以上になります。
本多　私で２２代目。父が昨年亡くなり、今年からいろ
いろな催しに参加したり、雑誌やテレビなどの取材が
増えました。10歳か11歳の頃本多になりまして、それ
から毎年、岡崎の夏のおまつりへ来させてもらっていま
す。今でも本多のものは岡崎へ預けさせてもらい、展
示等していただいています。祖母の代に岡崎とのつな
がりを持たせていただいています。（千葉県の）大多
喜とも繋がりはありますが、岡崎が一番繋がりが強い
です。
市橋　本多家は、第一のふるさとも第二のふるさとも
岡崎だと思っております。本多忠次邸が岡崎で再建さ
れております。
古澤　岡崎は老舗の企業が多くあり、約3,000社のう
ち、百年以上の企業が約170社ほどあります。その中
で、私は父の事業を継いだ２代目で、３代目にシフトし
たところです。３代目が事業を継続していくことは大変
なことと感じております。深田さんとは中学から大学ま
で一緒で、彼が１年後輩です。私は実業の方しかやっ
ていないですが、このような席に参加できるのも家康公
のおかげだと思っています。時代が変わっていることも
感じており、これからの岡崎のあり方について勉強して
いきたいです。
大岡　私で１５代目。２代忠政の時代に武功があり、
家康公から相模（現・茅ヶ崎）に領地をいただきまし
た。そちらに浄見寺（浄土宗）を菩提寺として建て、
代々の墓を守っていただいております。５代忠相が江

戸町奉行として、今で言う司法、行政、警察をとりまと
めたような仕事についており、そのおかげで、西大平
藩を拝領いたしました。大きな戦で分を上げて偉くなっ
た大大名とは違い、一生懸命働いて出世したサラリー
マン大名だったと思っています。何事も真面目にコツコ
ツやる家系でございます。父は元気ですが、高齢のた
め私が代理で参加させていただきました。
２代の茅ヶ崎と５代以降の岡崎がゆかりの都市として
文化交流が続いていることは、嬉しく思います。東京に
住んでいますが、茅ヶ崎に行っても岡崎に来ても徳川様
のご縁の中で生かさせていただいていると感じます。
市橋　越前の守・忠相は有名ですが、お父様もタダス
ケさんとおっしゃるのですよね。
初代の忠勝公は清康、広忠、家康と３代に仕えたよう
で、かなり古くからの譜代の家臣で活躍をされていた
のですね。
大岡　すけの字が違いますが、そうです（忠輔）。小さ
な家ですが、テレビのおかげで名前だけは有名になり
ました（笑）。
大給　私で１４代目。大給家のもとは松平で、岡崎は
一番のふるさと。
大給家の最後（江戸から明治に変わるころ）におりま
したのは、佐久（臼田）龍岡城でした。龍岡城は、函館
の五稜郭と形状が同じ城で、そのミニ版を造ったと言
われており、もっと多くの方に知っていただきたいと思っ
ていますが、なかなか広まらないのが現実です。
７年前に亡くなった父は尾張徳川家の三男坊で大給
家に養子に入りました。両親が結婚した時の新聞報
道は、父を岡崎の奥殿藩主と紹介しており、城のある
佐久の人たちは大変落胆したと聞いています。佐久
からは曾祖父の代に東京に移りましたが、父は一度も
戻らず不義理をしておりましたことから、私の代で何か
お返しすることができたらと思い、現在は東京に臼田
出身の方の会があるので、そちらのお手伝いをしてい

ます。
今日は車でこちらにきましたが、岡崎の桜は大変きれ
いで感動しました。岡崎には、夏の花火大会に招かれ
伺ったことがありますが、花火大会の終わった後にたく
さんのゴミがありましたが、翌朝にはきれいに掃除され
ており、どこでもできることではないと大変感心した覚
えがあります。岡崎とは、今後ともお付き合いをさせて
いただきたいです。
市橋　大給恒様が日本赤十字社の創設の一番の功
労者だと思いますが、今でも赤十字社のお役をやられ
ているのですか。
大給　はい。４年前に日本赤十字社を退きまして、関
連の会社に勤めております。本社の社屋管理の会社
に３年おりまして、現在赤十字が所有する施設・車両
などの各種保険業務を行っている会社におります。
内田　私が住んでいるのは康生町という名前で、か
つては城郭の中にありました。明治維新以降、市街地
になっていった際、家康公が生まれた場所だからとい
うことでこのような名前になりました。武家屋敷があった
ところで、誰が住んでいたのかは知りませんでしたが、
市橋先生が探してきてくれた江戸時代の土地図により
ますと、なんと榊原康政邸のあった所ということがわか
りました。お城の見える所で育ち、よくお城を見てぼん
やりして先生に叱られた覚えがあります。お城や岡崎
の歴史については子どもの頃からよく調べたものです。
内田という名前は、いかにも明治維新後、自分の田ん
ぼができてうれしくて百姓が付けたものだと思いこんで
いましたが、岡崎の北部の方に、鎌倉時代から続く家
系図を見せていただいたことがあり、内田家は昔から
あって分家の末裔が私だということでした。
【さきほど長州のお話が出ましたが、最初に秘書でお
世話になったのが、安倍晋太郎先生でした。先生は
大変優しく迎えてくださいましたが、「よく徳川の岡崎か
ら長州の秘書になったな、まずいと思わなかったの
か。」と最初に言われました。安倍総理夫人の昭恵さ
んのご実家である森永の工場が岡崎にあったりした
ご縁もあり、現在も親しくさせていただいております。】
岡崎はこれまで産業都市として発展してきました。愛
知県全体で工業出荷高が40兆円ありまして、その半
分の21兆円はこの西三河で生産しております。そのた
めに、ふるさとの素晴らしい歴史を蔑ろにして戦後
走ってきた面がございます。前回の選挙で、「歴史的
な文化遺産を活かしたまちづくり」、「河川を活かしたま
ちづくり」を掲げました。新しい街の計画の中で、セント

ラルアベニューという道路を計画しておりますが、そこ
に四天王の石像の設置を考えており、それぞれのエピ
ソードを取り入れた歴史に繋がるものにしたいです。ま
た、東岡崎駅前には生誕地なのに何もないので、仙台
の伊達政宗像に負けないような若き日の家康公像を
建てたいと思っております。
井伊　井伊直政を初代として私で１８代目。歴史上有
名になったのは井伊直政からです。直政が２歳の頃、
父親が今川に殺され、その後母親が別の家に再嫁し
たことから、一旦井伊の名字でなくなりました。しかし、
15歳の時に家康公に召し抱えられ、再び井伊を名乗
ることができ今に続いています。井伊家は、四天王のう
ち唯一三河出身ではありません。関ヶ原の戦いのあと
石田三成の城だった佐和山城をもらい、その後、息子
の代に新しく彦根城を造りました。初代以降、彦根を
動いていないことや、先々代の直愛が昭和28年から
平成元年まで９期36年彦根市長を務めたこともあり、
井伊家と彦根とは非常に深い関係があります。
酒井　酒井忠次を祖といたしまして私で１８代目。焼き
味噌懐かしいですね。祖母が茶碗に味噌をつけて食
べていたのを思い出しました。岡崎から食文化が流れ
てきたのかなと思います。
酒井家は転勤族で、吉田（豊橋）→臼井（佐倉）→高
崎→高田（榊原さんの前任者）→松代（長野）→庄内
に入りました。
先日、教育テレビの取材がありまして、信康公の取材
でお話ししたことですが、庄内藩では、徳川信康公を
祀っている立派な社があります。1676年に支藩である
松山藩に忠次公と信康公を祀るよう命じて造らせたも
ので、２年に１度、幕府から目付がきて警護の行列をし
たり、甫嶺祭をしたりしていたようです。幕府の目を憚り
ながら小さくおまつりをしていたそうです。酒井家として
は大々的にはお参りはしませんが、立場上、信康公を
かばいきれなかったことが終生、酒井家の中に残って

います。
市橋　信康事件も築山事件も、江戸時代から書かれ
た資料が多く、実際がはっきりしない。ドラマなどで断じ
てしまわれることが残念だなと思うことがあります。
　ちょうど焼き味噌のお話が出ましたが、いかがです
か。昔は湯漬けに焼き味噌をつけてよく食べたと言わ
れますが。
榊原　私は好きです。どこで食べたかは覚えてない
が、初めてではないです。
内田　戦の時は、糒と焼き味噌だったんですよね。
古澤　焼き味噌にはお酒が合います。八丁味噌は伝
統製法を受け継いで作られていて、子どもの頃から高
級品ではあったが、いろいろな所で食べさせていただ
いています。赤味噌、豆味噌は当たり前で育ったの
で、濃いとか言われますが、なんの抵抗もなくいただい
ています。
德川夫人　普段は違いますが、岡崎から赤味噌をご
縁でよくいただくので、よく食べます。美味しいと思いま
す。最近は米味噌が多いですが、豆味噌なのですね。
酒井　東北ですが、普段から赤味噌です。

市橋　今日のテーマは、「ようこそ」ではなく、「おかえり
なさい」です。今日のお料理はこのテーマに沿って考
えていただいたようですので、料理長から説明をお願
いします。ちなみに、料理長は私の中学の教え子で、
第１回から家康公検定を毎年受験し、いつも90点以
上の高得点です。日頃からの熱心な勉強が今回の料
理に活かされていると思います。
渡辺料理長　皆様、おかえりなさい。大変素晴らしい
機会を頂きましてありがとうございます。本日、お玄関に
は、来賓８名の皆様が重なり合う、つまり、たくさんお話
をされ、話の中に大きなお花を咲くようにと八重桜を用

意いたしました。家康公や三河武士にはたくさんの食
に関するエピソードがございます。家康公がお生まれ
になった頃は、東に今川、西に織田という大変な状況
であった当時の三河を思いながら、戦国から現在の
ふるさとのストーリーを表現しました。
先付は、戦国を思い、干し飯に焼き味噌、食前酒には
濁り酒を用意致しました。焼き味噌は、大久保忠世の
妻のエピソードがございます。そして、小吸い物として、
ウサギ汁の清ましを用意致しました。林藤助のエピ
ソードもあり、徳川様では、毎年お正月に召し上がられ
ていると伺っております。前菜は、江戸時代から街道
のはやりものとして鮎や蛸が評判になっていたようで
す。現在では小女子が非常にたくさん獲れます。お椀
は、春の三河の風物詩としてあさりが美味しくなってお
ります。東京にも大量に出荷しておりまして、一色でと
れたものです。お造りは、三河の玄関口碧南大浜より
揃えました。大浜は徳川様のご先祖も訪れた地です。
焼き物は、竹の子を材料に竹千代君を思いながら、鴨
を使い、成長された家康公の鷹狩りを表現しました。
強肴は、三河の代表であるシャコです。揚げ物は、家
康公は天ぷらがお好きだったということで、鷹狩の接
待に茶屋四郎次郎が当時使ったと言われる「かやの
油」で鯛と穴子を揚げました。締めのごはんは、伊賀
超えの佃煮と八丁味噌のお味噌汁でふるさとを感じ
ていただきたいと思います。
最後になりますが、本日おかえりなられた８名の皆様が
食事を通じて、ふるさとの桜のように話に花を咲かせ、
これからもお付き合いが続きますことを願っております。
德川　伊賀超えの佃煮とはどういう
ものですか。
料理長　伊賀超えの際に船頭が川
魚を干したものを出し、家康公が非
常に喜ばれたと聞いております。江戸
に移られた際に神崎川の近くの漁民
（佃村）を呼び寄せて作らせ、後に佃
煮となったそうです。佃島の地名の由
来でもあります。当店で作ったものに
なります。
市橋　德川様には鯛の天ぷらに気
を付けてもらいたいです（笑）。前菜
に鮎の甘露煮がありましたが、十返
舎一九の東海道中膝栗毛の中で、
弥次さん、喜多さんが岡崎宿に入っ
て最初に食べたのが「鮎の煮浸し」

で、大変美味しいと書かれております。鮎も岡崎の名
物だったはずということで今回入れられたと思います。
赤味噌の文化は全国的にはないようですが普段はい
かがですか。
大岡　東京ですが、普段でも赤味噌は食べます。
榊原　お味噌汁の具によって、赤、白、ミックスを使い
分けています。豆腐は何でも合いますが、なめこは八
丁味噌が合うと思います。
内田　中学の修学旅行で東京に行った時、朝食の
お味噌汁が白味噌で、何なのか聞いた覚えがありま
す。その時初めて、赤味噌がマイノリティと知りショック
を受けました。
榊原　赤味噌と八丁味噌は正式には違うんですよ
ね。東京は出し汁に味噌を溶かすくらいの感覚なので
煮込まないが、八丁味噌は翌日煮て食べるくらいが美
味しくて好きです。
古澤　名古屋で八丁味噌が商品名として使われて
いるので、岡崎では老舗の２社が協同組合を作って
「岡崎八丁味噌」というブランディングをしています。よく
混同されますが、本場は岡崎の豆味噌です。
市橋　家康公は健康に気を付けて長寿だったという
ことですが、何か気を付けていることがありますか。伝
統的に食べているものなどあれば。
德川　まったく気を付けていません。自由奔放に食べ
て飲んでいます。伝統的なものも特にないです。
市橋　駿府時代に侍女たちに漬物の味を辛くするよ
う命じたのは、少しの漬物でたくさんのごはんが食べら
れるからだということだったようですが。

德川　家康公は最後まで、焼き味噌とにぎりめしを
持って、若者たちを連れて回っておられたそうです。そ
の先で鯛が美味しくて食べ過ぎて・・・ということですが、
その鯛がどんな鯛だということでよく揉めるんです（笑）。
市橋　戦国武将のなかでも家康公の健康管理は突
出していたと思います。当時の豆味噌の持つ栄養、滋
養強壮によいということが影響していたのではと、手前
味噌で思っています。
榊原　出たものを食べ、好き嫌いなしが健康に一番よ
いと思っています。ゲテモノも食べます。海外へ行って
も、その国のものを食べることにしています。海外で日
本料理屋に入るということはしません。
大給　大給家のものは特にないですが、我が家で
は、お茶漬けと納豆を食べることがなく、成人するまで
食べたことがありませんでした。ある時、料亭でお茶漬
けをいただき、こんなに美味しいものかと知り、家で
作ってもらったのですが、ただお茶をかけたものでまず
く、（料亭のように）出し汁がきいているお茶漬けでない
と美味しくないことを知りました。また、納豆を京都で初
めて食べましたが、食べ方がわからずそのまま食べた
ので、匂いばかりで美味しくありませんでした。佐久で
はイナゴや蜂の子など皆があまり手を出さないものが
出てきて困ることがありました。かつて、佐久で昔の結
婚式で出されていた料理をいただきましたが、日持ち
のする材料が使われ、当時の状況を知ることが出来ま
したが、出ていました蕎麦は現在たべているものと違
い、あまりおいしいと思いませんでした。

市橋　それぞれのお家で、代々伝えられているものな
どがありましたら教えてください。
本多　当主が亡くなるとお墓に刀を入れると祖母から
聞いたことがあり、実際、父の納骨時に８～10本錆び
た刀が棹と一緒に入っていまして、本当だったのだな
と驚きました。忠勝のお墓は桑名にあり、代々の墓は谷
中墓地あります。
内田　刀というのは、埋葬するために特別にあつらえ
るものか、代々伝わる刀ですか。
本多　昔からあるものではないと思います。
榊原　きっと生まれた時に作る「御守り刀」ではないで
すか。
お墓と言えば、当家は城を転 と々していたので、各地
にお墓があります。自分の生まれた時は36ヵ所にあり

ました。現在お付き合いしているのは16ヵ所です。毎
年盆暮れには妻が一筆添えて線香代程度を送って
います。３、４年前に村上のお墓に行ったところ、大変
感激され、お付き合いも深くなりました。先代が大体史
跡にしてくれていましたが、今年、高田政岑（姫路で浴
衣まつりを始めて徳川家からひんしゅくを買った殿様で
すが）のお墓を文化財にしてもらいました。政岑は徳
川家から見ると犯罪者ですが、歴史として残すべきも
のがありますし、文化財に指定してもらえるのは個人
負担でなくなるのでありがたいです。東日本大震災で
館林のお墓が５、６基崩れ、修復に３千万円かかると
いうことでしたが、群馬県の管理でしたのでお任せし
ました。今は我が家よりも丈夫な耐震装置が入ってい
ます。
市橋　大岡さんは、「大岡裁き」で有名ですが、何か

伝えられているものはありますか。
大岡　大岡越前守日記や公務の記録など、書物の
類は多く残っています。現在は文化庁さんにお預けし
ています。まち火消しを組織したことで、江戸消防記念
館と繋がりがあり、今でも法要では法被姿で木遣りを
してくれます。
「大岡裁き」が有名で裁判所のイメージが強いです
が、”裁きもの”は半分フィクションではないでしょうか。
実際は、経済政策、新田開発、火消しなど司法だけで
なく行政官でもあったと思います。
内田　岡崎の西大平には大変立派な絵が残ってい
ます。文化人みたいな方もいたようですね。
井伊　私は先代の婿養子ですが、結婚後半年余り
で養父が亡くなったため、特に直接受け継いだものは
ありません。ただ、男子の名前には代 「々直」の字が使
われます。直弼のお父さんの代くらいから、「直」の下
の字はへんとつくりがわかれない左右対称に近い漢

字を使うことになっています。直弼のお父さんが「直
中」、その次が直亮、直弼、直憲、直忠、直愛、直豪
（先代）です。どちらに偏ることなく分け隔てなくというこ
とのようなので、受け継いでいくつもりで、息子にも付け
ました。どういう名前にしようかというよりどの字をつけよ
うか、という感じです。
市橋　戊辰戦争で唯一官軍を破ったのが庄内藩
（酒井藩）。周りが負け、降伏するなか、領民たちと一
緒になって最後まで頑張ったという珍しいお家ですが。
酒井　長篠の合戦後、信長公から戦功も含めて拝領
した「真光」という太刀と家康公から拝領した「信房」
という備前の太刀が伝わっており、国宝となっていて、
この２組が一番の宝と思っています。
今、市から助成をいただいて文化支援調査をしてい
て改めて思うのは、江戸時代の文化というのはすごく

深いものだなということです。江戸の社交として、それ
ぞれの大名家が点取俳諧をやったり、冷泉家と文通
しながら和歌をしていたようです。また、不思議なのは、
浜松の頭蛇寺城のご朱印状が、なぜか酒井家に
残っています。一揆などの時に頭蛇寺の松下家に協
力したことなどの流れかなと思っていますが、代々の将
軍家のご朱印状は見たことがなく、返せといわれると
困るので公表してよいものかどうかと思っています
（笑）。
また、会津若松や伊達藩など各地のお城の古絵図が
残っています。北海道から沖縄まであり、当時の大名
家は国全体を考え、いつ何時もかけつけられるようにと
いうことだったのかなと思っています。
昨年12月、鶴岡市はユネスコの食文化創造ネットワー
クに認定され、日本で唯一食文化で認定されました。
江戸から育ててきた甲州ぶどうを使った「月山ワイン」
があり、金賞を取りました。甲州ぶどうというのは品種で

すが、山梨の甲州ぶどうより、鶴岡の甲州ぶどうの方が
味がよいようです。食文化という形で伝統野菜が伝わ
ることは嬉しいことです。

市橋　明日はいよいよみなさんにもご参加いただく家
康行列です。明日に向けての気持ちやふるさと岡崎に
向けて一言いただいて会を閉めたいなと思います。
ちょうど３年前に古澤さんが家康役をやりましたので、
まずはその時の感想をお願いします。
古澤　家康行列は今年で56回目となります。私は乗
馬の経験がなく、市から１回分のトレーニング費用をい
ただきましたが、見苦しい乗り方をしてはいけないとい
うことで、自費で９回追加練習をして臨みました。当時
の人たちがどういう感覚で乗っていたかわかりません
が、すごく見渡せて眺めがよく、一生忘れられない思い
出です。通常の行列は700名ですが、今年は四百年
祭ということで総勢800名でより盛大に行われます。
酒井　先祖の地に来られて本当に感無量です。岡崎
市のご発展をお祈りしております。
井伊　四天王のなかでは新参者でございますが、岡
崎の発展を祈りながら行列に参加させていただきます。
大給　かなり前になりますが、現在の奥殿陣屋の奥
で放置されておりました代々のお墓をきれいに整備し
ていただき、本当に感謝しています。岡崎とは今後とも
末永いお付き合いをお願いします。
大岡　おかえりなさいと書いていただきまして、本当に
ふるさとに戻ってきたという感覚で家康行列を楽しみ
たいと思います。茅ヶ崎も規模は違いますが大岡祭と
いうパレードがあります。馬には市長、議長、会頭が持
ち回りで乗るのですが、岡崎の馬上の役にも市民が
参加する方法は参考になりました。
本多　みなさんとお会いするのは初めてでした。夏の
花火は毎年見ていましたが、桜が有名というのは知り
ませんでした。桜のなかの行列を楽しみたいと思います。
榊原　榊原サミットの４市（豊田市、姫路市、館林市、
上越市）以外、岡崎とのご縁を知らずにおりました。市
長さんがうちの土地に住んでらっしゃるということで、借
地料をいただかないといけないですね（笑）。当家は
転々としていたので、どこへ行っても歓迎していただ
き、祀っていただきありがたいです。このような機会を大
事にしていきたいです。今後も岡崎のみなさんと親しく
させていただければと思います。岡崎の発展を切に

願っております。
内田　ちなみに血縁関係はないそうですが、お隣の
西尾市長さんは、榊原康正というんですよ。
榊原　まさの字が違いますが、新聞などで存じていま
す。ご縁はないそうですが。
榊原は、三重県の榊原温泉が発祥の地です。伊勢
神宮の大宮司をしていたようで、榊原村は伊勢神宮
にサカキを奉納して、江戸から伊勢神宮へお参りする
方が温泉で体を清めて行ったという話をきいています。
深田　全国に武将行列はありますが、岡崎らしい武
将行列を市民としては期待したいです。歴史的には、
本多候を祀る映世神社の祭典で戦法鍛錬の儀式が
始まりで、明治になってから、映世神社と東照宮が一
緒になって今の龍城神社になり、本多家藩主に対す
る恩義を忘れてはいけないという不忘義団ができ、岡
崎のまちを練り歩いたものです。戦後、今のような観光
的なものになっていくわけですが、歴史的な背景を汲
んで、全国の武将行列の根幹となる品格のあるもの
であってほしいです。
本多忠勝公は家康公より少し前に亡くなっているので
すが、明治天皇の崩御で自粛され、三百年祭で、忠
勝公と家康公を一緒にしてお祭りをやりました。その
翌年が岡崎の市制施行の年となりました。
市橋　今日は床の間に鎧具足が飾ってございます。
家康公19歳、桶狭間の合戦の時に大高城に兵糧を
入れるという任務を背負った際に着用していたと伝わ
る「金陀美具足」のレプリカです。本物は久能山東照
宮にあって、200年以上ずっと江戸城の大名控えの
間に飾り、家康公自立の時の姿を各国の大名に見せ
たそうです。
岡崎公園には、この鎧を着た19歳の家康公像があり
ますが、その手前に59歳の家康公像もございます。こ
の像は350年祭の時に建立されたものですが、静岡
や浜松にも家康公の像はございますが、依怙贔屓な
しにこの像は品があり、私は一番好きです。関ヶ原合
戦の勝利後ですが、誇らしげに上を向くのではなく、む
しろうつむき口を結んでいる。多くの血が流れて天下
統一したことを背負っていると思うのです。
德川　若い頃、松平健さんと一緒に家康行列に参加
して、みなさんには「あの人、誰？」という感じだったと思
います。馬は大学時代よく乗っており、当時は材木２段
くらいなら飛べる腕前でした。
市橋　今日は、楽しいお話や驚きのお話など、盛りだく
さんお聞かせいただきました。

最後に深田さんからお礼のことばをお願いします。
深田　歴史を超えたサミットのような形で、貴重なお
話を数々聞かせていただきました。最後に八丁味噌
の味噌汁を飲んでいただき、味わっていただきたい。
この会をやるにあたり市から相談を受け、ふるさとに
帰ってきていただいたという「おかえりなさい」という気
持ちでお迎えしましょうと伝えました。料理長も随分勉
強してくれました。
江戸時代の300藩のうち120～130は三河出身です。
全国の３分の１はこの地域から全国のまちを作ってき
たということで、日本のふるさとそのものがこのまちでな
くてはいけないと思います。岡崎には謙遜半分、冗談
半分で、家康公が有能な家臣団を全部連れていって
しまったので、岡崎にはカスしか残っていないという言
い伝えがありますが、そんなことはありません。「士」と
「土」の文化という事が言われます。似た字ですが、
「士」は果実を作り「土」は芽を作り続けます。武士が
出て国を作り、ふるさとの「土」は新しい芽をつくり続け
ます。岡崎はふるさとの「土」であり、次の人材を作って
ゆく学びの町でありたいと思います。「家康公に学ぶ」
という姿勢で勉強していくことが岡崎の使命だと、この
四百年祭を通して考えていきたいと思います。
本当にありがとうござました。
市橋　ご無礼なことも多々あったと思いますが、お許
しください。これをご縁に交流を深めていただけたらあ
りがたいと思います。拙い司会で申し訳ありませんでし
た、ありがとうございました。
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