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亀有橋ヨリ亀有駅ヲ望ム（昭和５年頃）▲

昭和5年　ゆうろーどの通りが開通した頃▲

上の写真と同じ場所（令和３年）▲
再開発前の亀有(平成元年頃)▼

ゆうろーど商店街では、道上小学校のお店体験学習を受け入れています。
お店での体験は学校では学ぶことのできない貴重な体験ができます。
このお店体験学習の場となる「ゆうろーど」のことをもっと知ってもらい、親しみをもって体験でき
るように「ゆうろーど」のことについてまとめました。

道上小学校３年生が一日店員になる「ゆうろー
ど」は正式名称は「亀有銀座商店街振興組合」と
いいます。
この通りは昭和５年に開通、亀有駅前から旧水
戸街道までのまっすぐに伸びた道が発展して現
在に至ります。道が出来る前は辺り一帯田んぼ
でした。田んぼ一帯を買収して通りができ、ぽつ
りぽつりとお店ができました。
通りが出来た頃は、ちょうど前年の昭和４年に
亀有警察署が完成したばかりで、亀有駅を出て、
そこにぶつかるように道が出来ました。

戦後「亀有銀座商店会」が組織され、昭和６３年に「亀有銀座商店街振興組合」となり、今では「ゆう
ろーど」と呼ばれ、さらに地域の人々に親しまれる通りとなりました。

もくじ

ゆうろーど亀有お店体験学習

ゆうろーどの4つの「ゆう」
亀有の有（有ろーど）
遊びの遊（遊ろーど）
友達の友（友ろーど）
あなたのYОU（YОUろーど）
子どもたちの学びの場となる
「ゆうろーど」は
「ゆう」がいっぱいつまった
笑顔あふれるみんなの
「ゆうろーど」です。
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問１．看板が亀の甲羅の模様になっている

お店はどこでしょう？

問２．「ゆうろーど」の「ゆう」には４つの意味があります

亀有の「有」（有ろーど） ・ 遊びの「遊」（遊ろーど） あと２つは何でしょう？

問 ．「ゆうろーど」の通りは昭和 年につくられましたが、通りができる前はどんな場所だったでしょう

① 田んぼ ② 川 ③ 雑木林

問 ．オリンピック発祥の地ギリシャの地名をつけたお店はどこでしょう？

？

問 ．ゆうろーどの歩道には「ゆうろーど」と書いてある絵タイルがあります。全部で何枚あるでしょう？

① 枚 ② 枚 ③ 枚

問 ．池に亀さんが住んでいるお店はどこでしょう？

問 ．伊勢屋さんの看板には、だんごをほおばる男の子が描かれています。

そのだんごの串の先に止まっている虫はなんでしょう？

問 ．ゆうろーどには一方通行ではない場所があります。それはどこでしょう？

① 亀有駅前 ② 亀有郵便局前 ③ 亀有病院前

問 ．「ゆうろーど」のつきあたり、旧水戸街道とぶつかるところには現在はお蕎麦屋さんがあります。

この場所に昔あったのはどれでしょう？

① 亀有名画座 映画館 ② 亀青村役場 ③ 亀有警察署

問 ．ゆうろーどお店体験学習かるた（・と・をつなぎましょう）

サ ク セ ス ・ ・ 芳ばしく亀のせんべい裏返し

マ カ ロ ン ・ ・ 始まりは古代ギリシャのオリンピア

・ ・ 道上と同じ生まれの２代目うなぎ

笑 小 屋 ・ ・ 食べたいなおだんごちゃんのその団子

み き や ・ ・ 『成功』を祈りマジックかける髪

矢沢ふとん店 ・ ・ カラフルなお菓子みたいなかわいいお店

呉服のむさしや ・ ・ サトちゃんが両さん眉した薬屋さん

田 中 屋 ・ ・ 音楽にちなんだ名前のレディース服屋

バ ン ビ ・ ・ 亀有の食卓支えるお惣菜

オ リ ン ピ ア ・ ・ 盃をかわし集まる笑顔の場

や お さ だ ・ ・ 寝るときは着物が布団の平安時代

川 亀 ・ ・ 毎日が旬にこだわる八百屋さん

葛 飾 伊 勢 屋 ・ ・ 荷車で着物を運びひと休み

「ゆうろーど」  
の絵タイル  

「ゆうろーど」の  
マンホールもあるよ  
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約１３万年前の気温は現在よ
り高く、葛飾区は古東京湾と
呼ばれる広く浅い海の中にあ
りました。
そして今から１万２０００年ほ
ど前（旧石器時代）葛飾区の
あたりは陸地となり、亀有も
その時期に土地として成り
立っていたと思われます。 

その後、地球の気温が上がり海水面が高くなり、 今から約６０００年ほど前（縄文時代）には葛飾区全
体がふたたび海の底となりました。

亀有のなりたち

そして約３０００～２０００年ほど前
（弥生時代）にだんだん陸になってい
きました。地形分類図によると、弥生
時代の亀有は、微高地になっていて、
中川から水がでて、今の亀有駅の周
りを蛇行して綾瀬駅をぐるっと回
り、綾瀬川に流れていました。今の葛
飾区と足立区の区界になっている
古隅田川です。  

この亀有は恵明寺あたりと香取神社
があるあたりが地形が高くなってい
て地形学的にいうとここは弥生時代

の海岸線だったと言われています。博物館あたりは低い場所で、旧水戸街道が走っているあたりから、駅
のあたりは海岸の際だったと思われます。
古墳時代前期になると葛飾に人がすみはじめます。葛飾区で確認されている一番古い集落は青戸の御
殿山遺跡です。  
亀有は大昔、大まかに２回海になっていて、海になったり陸地になったりを繰り返し、亀有は海のまち、
海岸のまちだったと言われています。  

亀有は海のまちだった！

地
図
で
見
る
亀
有
の
う
つ
り
か
わ
り
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線
路
が
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縄文海進

ナウマンゾウがいた時代、

亀有に人が住んでいたかも？

▲亀有付近の地形分類図

▲約13万年前(古東京湾がある時代)

ことうきょうわん

ふるすみだがわ
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江戸時代、将軍家の鷹狩り場として重要な場所だった亀有は、田園風景の広がるのどかな

土地でした。明治３０年亀有駅が誕生、大正の終わりにはセルロイド人形を中心とした玩

具作りが盛んになり、その後日立製作所・日本紙業などの工場も建設され、亀有の町は大

きく発展していきます。戦後には空襲被害の少なかった亀有に、近隣の墨田区・台東区・

荒川区などから人々が移り住み、駅前の大規模開発でマンションや商業施設が次々と誕

生しました。現在亀有には７つの商店街があります。普段着のまま気軽に行ける亀有の商

店街は昭和の喜劇王のデン助さんも愛した商店街です。亀有は、商店街の笑顔とまつり

の熱い想いが人をつないできた下町人情あふれる町です。

江戸時代、本所・深川方面の武家屋敷や町家に飲料

水を供給するために開削された亀有上水。約６０年

間上水として使われ廃止後は、その水路を利用し、土

手から人が綱を引いて動かす舟が往来するようにな

りました。これが曳舟川の名の由来です。現在は曳舟

川親水公園として人々の憩いの場となっています。

江戸と水戸をつなぐ道江戸と水戸をつなぐ道

葛

日本紙業亀有工場

7

関東地方で発生したM７クラスの「安政江戸地震」

です。安政２年１０月２日夜１０時頃起きた地震で

『近在にて殊にはなはだしかりしは亀有にておよ

そ三万石の潰れなる由、田畑の内小山のごときも

のが一時にでき、側に大なる沼のごときもの生じ

たり。人家つぶれ、怪我人多しとぞ。』と江戸川区

に残る文書に記録されています。
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亀有（葛飾）の歴史年表

明 治

明治政府、江戸を東京とあらためる（明治元年）
葛飾区域は小菅県となる（明治２年）
廃藩置県が行われ、葛飾は東京府に属する（明治４年)
中川橋（木橋）ができる

東京府管内で、江戸時代以来の村々を合併する
（明治２２年）「東京府南葛飾郡亀青村大字亀有」
＊青戸村・亀有村・砂原村が合併し「亀青村」となる
常磐線が開通する
常磐線、亀有駅ができる
大洪水で死傷者がたくさんでる

大 正

京成電車が走るようになる
亀有に日本紙業亀有工場ができる
（日本紙業があった場所は現在アリオ亀有）
亀有信用金庫が創業する
葛飾にはじめて電灯がともる
葛飾にはじめて電話がひかれる
関東大震災が起こる

昭 和

京成線の青砥駅ができる
亀有駅前通り（亀有銀座通り）が開通する（現在のゆうろーど）

「葛飾区」誕生、東京市葛飾区亀有町となる（昭和７年）
葛飾区に初めて水道がひかれる
葛飾区に初めて映画館ができる
カスリーン台風によって大洪水になる

東京都葛飾区亀有となる
環状七号線が通る

平 成

亀有駅南口再開発
亀有まつりがはじまる（平成８年）
旧水戸街道拡張工事（平成１３年）
亀有の一里塚が新しくなる

旧石器時代 葛飾が陸地になる

縄 文 時 代 葛飾が海の中になる

弥 生 時 代 葛飾が再び陸地になる

古 墳 時 代 葛飾に人が住み始め集落ができる（青戸の御殿山遺跡など）

鎌 倉 時 代 葛西清重が葛西を伊勢神宮に寄進し、葛西御厨が成立する

平 安 時 代 葛西一帯を葛西清重が治める

奈 良 時 代 下総国葛飾郡に入る

室 町 時 代

（ 戦 国 時 代 ）

葛飾に１６の郷村がある（葛西御厨田数注文）
葛西城ができる
江戸城ができる
国府台合戦が２回おこる
葛飾に１５の地名がある（小田原衆所領役帳）

安 土 桃 山
豊臣秀吉軍が葛西城を攻め落とす
金町松戸関所ができる

大正時代の▶
日本紙業

昭和10年代の▶
日本紙業

台風により▶
水害の被害を
受けた亀有

台風により▶
水没した亀青小

亀青村役場▶

ちょう

江 戸 時 代

徳川家康、江戸幕府を開く
水戸街道（今の旧水戸街道）の亀有村に一里塚ができる
青戸御殿がつくられる

葛飾が武蔵国に属するようになる
葛西用水・亀有上水（今の曳舟川）がつくられる
山崎玄恵が井戸を掘りあてる。その後石碑が建てられる
井沢弥惣兵衛により、中川が改修される
安政江戸地震、震源地は亀有付近という説がある

むさしのくに
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葛西御厨田数注文に   亀無   の文字が確認されます。 
葛飾区域の村の名前がわかる初めての資料です。 
室町時代に亀有は開発が進んだのではないかと言われています。

亀有は、江戸時代まで「かめなし（亀無・亀梨）」といいました。 
「亀無」は室町時代の資料にも出てくる古い地名です。

小田原衆所領役帳に  亀梨  の文字が確認されます。 
北条氏家臣で江戸衆の筆頭である遠山丹波守（綱景）が『亀梨』を管理していました。
★北条氏が家臣に課した軍役などを軍役地・知行高で記録したもの 

資料に見る亀有

戦国時代には亀梨と呼ばれていて、江戸時
代初めには亀有になったのですが、どんなこ
とがあって亀梨から亀有になったのかはどこ
にも記録されていません。
  亀有  が初めて絵図に出てくるのは、江
戸時代初めの、「正保国絵図」です。
「正保国絵図」は江戸幕府が諸大名に
命じて作らせた国ごとの絵図です。
『新編武蔵風土記稿』には、
「正保国絵図」の写しが郡別に
掲載されています。

「小田原衆所領役帳」に見る江戸衆知行分布図

亀有村は葛西用水が通るところとして重要な位置づけがなされていました。
当時は江戸の町の東側は大穀倉地帯でした。亀有地区から下流域へ用水の水を流すための水門がある
地域が亀有村でした。

えどしゅうちぎょうぶんぷずおだわらしゅうしょりょうやくちょう み

１５５９年（戦国時代）

とおやまたんばのかみ つなかげ

葛西御厨田数注文写 独立行政法人国立公文書館所蔵

独立行政法人国立公文書館所蔵
『鏑矢伊勢宮方記』

かさいのみくりやでんすうちゅうもんうつし かぶらやいせみやがたき

1398年（室町時代）

★葛西御厨の郷村名と田んぼの
　面積が書かれています。

かさいのみくりやでんすうちゅうもんうつし きさい

ごうそんめい りゃくず

かさいのみくりや はんい

葛西御厨の範囲▶
「葛西御厨田数注文写」に記載されている

郷村名を略図にしたもの

「正保年中改定図」葛飾郡部分(『新編武蔵風土記稿』)

※「正保国絵図」写

しょうほうねんちゅうかいていず かつしかぐんぶぶん しんぺんむさしふどきこう

しょうほうくにえず うつし

西葛西領用水絵図(部分)
にしかさいりょうようすいえず ぶぶん

（江戸時代）

葛飾区郷土と天文の博物館所蔵（江戸時代）
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亀青小学校
亀青小学校は、葛飾区で一番古い小学校です。
開校記念日は明治5年5月10日。校章には月桂樹の葉がデザインされています。

明治　５年
明治　６年
 
明治　７年
明治　８年
明治２５年
大正　９年
昭和１６年
昭和１９年
昭和２０年
昭和２０年
昭和２２年
昭和２３年
昭和２３年
昭和２８年

亀青小学校のあゆみ
（創立当時）学制がひかれ９月に青戸村宝持院に　「育幼舎」ができる
「育幼舎」が「公立青砥学校」となる
（第一大学区第六番中学区第四番小学青砥学校）
本田立石村西円寺に分校設立（現本田小学校）
青砥学校（山崎久蔵宅）と亀有学校（恵明寺）に分かれる
２校が合併し「亀青尋常小学校」となる。再び宝持院へ
高等科ができ、「亀青尋常高等小学校」となる
「亀青国民学校」となる
新潟県栃尾町に第１次集団疎開（８月）
新潟県曽根町に第２次集団疎開（８月）
集団疎開引き上げ（10 月）
学制改革により高等科が廃止、「東京都葛飾区立亀青小学校」となる
分校ができる（道上小学校）
亀青小学校内に亀有中学校ができる
分校ができる（白鳥小学校）

葛飾区史に、江戸時代から明治2年頃に亀有村で矢沢忠右衛門が寺子屋を開いていたことが記されています。
「青戸の宝持院のことは記されていませんが、宝持院の住職が江戸時代頃から寺子屋教育を行っていたことは、古老の
間に伝えられている。」と書かれています。

明治5年「学制」という制度ができて、子どもは６歳になるとだれでも
学校へ行って勉強することが決められました。亀青小学校が誕生した
のは、その時です。葛飾区の中では新宿小学校と２校だけでした。亀青
小学校は葛飾区で一番古い学校です。学校といっても、校舎はなく、宝
持院の一室を借りての出発です。亀有村や青戸村、砂原村（今の西亀有
地域）の子どもばかりでなく、かなり遠くの方から通ってきたようです。
亀青小学校の初代校長先生は桑島節夫先生です。
先生は江戸時代生まれ。ある時、習字の時間に大雪で雨風が強く部屋の
床板や羽目板の隙間から粉雪が吹き込んで、手が冷たく泣き出す子もありました。先生はその隙間に背中を伏せて雪を
防ぎ、子どもたちに書かせてくれたそうです。
先生が教壇を去って実家に帰られたときは、全生徒がわらじ履きで綾瀬川のほとりまで送り、別れに際してはみな泣い
て別れたそうです。
明治43年に先生が亡くなった際には、教え子がみな葬儀に参列しました。戒名は「教学院孝誉節夫居士」。教え子たちは
たびたび先生の供養を行い、法問寺に墓石を建立しました。法問寺は明治の初め、先生がこのお寺の一隅に住みながら
寺子屋式の授業をしていたお寺です。

亀青国民学校の北校舎の裏には高い鉄塔がありました。その鉄塔の上
にはサイレンがのっていて、葛飾中にひびくような大きな音で空襲の
危険を知らせたそうです。
はじめて東京が空襲されたのは昭和17年です。戦争がはげしくなった
昭和19年8月27日のこと、東京が空襲で危険になったため、子どもた
ちは少しでも安全な地方へ行くことになりました。3年生から6年生の
子どもたち約200名は、つきそいの先生方と寮母さん、そして沢山の
荷物とともに亀有駅をあとにしました。いった場所は新潟県です。亀青
の子どもたちは玉泉寺、曹源寺、明誓寺、観音寺、宝光院、えびとら旅館
の宿舎で生活し、そこから各学校で地元の子たちと一緒に学びまし
た。遠く離れた生活、雪国での生活、食べ物の乏しい戦時中の生活に
たえました。

子どもたちが疎開に行っている頃、昭和20年3月9日の夜
から10日未明にかけての東京大空襲は、亀有のあたりから
もよく見えました。B29が334機もきて、浅草・本所・深川
の方をすっかり焼き尽くし、約10万人も死者を出した大空
襲です。
そして昭和20年8月15日戦争が終わり、昭和20年10月に
は子どもたちが亀有に帰ってきました。

昭和18年頃の北校舎と、校庭で手旗信号の訓練をする
児童。右手の繁みには登下校時に最敬礼をした奉安殿
がみえます。

「校歌」(周年誌より)
亀青小学校の校歌は昭和14年に制定されましたが、それ以前にも作者は不明ですが別の校歌がありました。
『 此處に名高き御殿山　鎌倉武士の亀鑑たる青砥左衛門藤綱の城址とともに伝わりし
　勤倹尚武の風こそはわが亀青の精神ぞ 』校歌2番

現在の校歌は昭和14年に当時の国語部の岩附良雄先生（のちの道上小学校校長）が作詞しました。

校歌を作詞した岩附先生は、その後道上小学校校長時代に書いた随筆「回想の記」の中で、亀青小学校の校歌
についてふれています。
「昭和14年頃、私はおこがましくも、亀青小学校の校歌を作詞し、
『海ゆかば』の信時潔先生が作曲されたが、30数年経つ今も歌われていることは面映ゆくも
うれしいことである。」(回想の記より)

校歌
作詞：岩附良雄
作曲：信時潔

富士と筑波の山はえて

みどりも深き中川の

ほとりに立てる学びやは

これぞ栄えあるわが母校

≪ 疎開先の新潟県栃尾町玉泉寺 ≫

≪ 創立初期（宝持院）≫

ふるくゆかしき亀青よ

世にかがやけるいさおしを

たてし人をばはぐくめる

ことわり今もかおりあり

明治時代に開校した
とても歴史のある
小学校なんだね

寺子屋のこと(葛飾区史より)

亀青小学校が生まれた頃(周年誌より)

学童疎開(周年誌より)
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亀有地域の学校クイズ 亀有中学校

昭和２３年３月３１日
昭和２３年４月１２日
昭和２４年１１月２５日
昭和２５年２月１日
昭和２７年４月２０日

東京都葛飾区立第十五中学校として亀青小学校内に設立される
開校記念日（開校式と第一回入学式を挙行）
校舎落成
東京都葛飾区立亀有中学校と校名を変更
校旗制定

亀有中学校のあゆみ

初めは亀有中学校がなく、今の新宿中学校が第三中学校と
言われていました。亀有地域の生徒はそこへ通っていたわけ
です。その内に現在の亀有中学校の土地に第十五中学校が
建てられることになったのですが、昭和24年に大きな台風
が来て、一晩で骨組全部が壊れてしまいました。そのため亀
青小学校の階段教室を使って勉強したこともあり、本当に
つらい思いをしました。そのあと学校が出来ましたが、資材
等が充分でなく、廊下を走ると床が抜けてしまうという状態
でした。新宿中学校だけでなく、一部双葉中学校へも行って
いました。教室の壁など、すぐ抜けてしまうので、先生は金
づちとのこぎりと板を持って歩いていました。雨の降った日
は校庭へは出られませんでした。校庭へは、亀有の駅から炭
がらをもらい、リヤカーで運んで敷いていました。ピアノを
買うために先生と生徒が納豆売りをして資金を集めたこと
もあります。一面田園で、お花茶屋駅まで見えました。とこ
ろどころに農家、工場があるくらいで京成電車の音が良く
聞こえました。

亀有中学校が生まれた頃(周年誌より)

地名に由来する校名です。
平成8年、第48回卒業生による学校名表札が制作されました。この表札は現在も
正面玄関に飾られています。

亀有地域の小中学校５校を学校が出来た(開校記念日)順に並べましょう。
亀有中学校・亀青小学校・中之台小学校・一之台中学校・道上小学校

昔は舟の中継ぎ場所となっていた場所にあり、
現在校庭が芝生になっている学校は？

校名と校名表札の由来

周囲の三つの葉は、葛の葉を示しており、中の亀甲は亀有をあらわし、 まんなかに中学校の中を置くことで、葛飾区立亀
有中学校を象徴しています。

校章の由来

亀中公式キャラクター「がめちゅう」

≪ 昭和26年 校舎入口 ≫

正面玄関の校名表札▲

≪ 初代校名表札と校旗 ≫

もんだい１

もんだい２

旧水戸街道沿いに建つ学校は？もんだい３

葛飾区で一番古い学校で、
戦争中子どもたちが新潟県へ
疎開した学校は？

もんだい４

応援メッセージが電車から見える学校は？もんだい５

本物の亀がいる学校は？

もんだい１のこたえ

①亀青小学校（明治５年開校）所在地の亀青村の村名からつけられた

②亀有中学校（昭和２３年開校）所在地の亀有町からつけられた

③道上小学校（昭和２３年開校）所在地の亀有町の旧小字名からつけられた　　

④中之台小学校（昭和２６年開校）古地名からつけられた

⑤一之台中学校（昭和３０年開校）古地名からつけられた

もんだい２のこたえ　中之台小学校

もんだい３のこたえ　道上小学校　　

もんだい４のこたえ　亀青小学校

もんだい５のこたえ　一之台中学校

もんだい６のこたえ　亀有中学校

もんだい６
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田畑と用水に囲まれた一段高い砂丘地に平屋の校舎が建てられ、道上小
学校は亀青小学校の分校として昭和２３年６月１日に開校しました。１年生
から４年生までが亀青小学校から移ってきました。
当時の授業は、教室が足りなかったため、早番（午前組）遅番（午後組）の２
部制でした。
昭和２３年といえば、戦後日も浅く衣食住も不自由な時代でしたが、地域、
教職員の教育復興への熱意が実って道上小学校は開校されたのです。

道上小学校が生まれた頃(周年誌より)

校名の由来

道上小学校の周りは、今と違って田園豊かで、田圃（たんぼ）や畑が
あり、校庭の隣には馬小屋があり、馬がえさを食べる様子などを毎
日見ることができました。まだこの頃は、自動車が少なく荷馬車を
ひいて荷物を運んでいました。農業用水や池、沼があり、夏は水あそ
びや、鮒、ザリガニ取り、冬は田んぼで凧揚げ、ベーゴマ、メンコなど
でみんな遊んでいました。

東京五輪の年（昭和39年）に入学した私たちは、後にも先にもない「校庭卒業式」にて巣立って行った校舎変還史の履修者なので

ありました。

木造校舎から渡り廊下を走って、鉄筋校舎へ水洗トイレを借りに行った２年の秋。その校舎に入れた胸躍る３年の春。プールでは

諸注意を与える先生よりも、生徒の視線を集めていた数多くのゲジゲジたち。

非常階段から出入りしていた音楽室や図書室。鉄の階段を、音を立てずに昇降するのは、小学生においては至難の技でした。

長年、卒業式を行ってきた「ぶちぬき教室」のあった木造校舎が取り壊され、新しい体育館で卒業式が出来ると信じていた６年の

夏、そして、「君たちの卒業式は、校庭にテントを張って行う」と知らされた３学期。雨風を心配する生徒や父兄の不安を取り除くた

め、懸命になって準備をされた先生方。そのご苦労は大変だったと思います。

卒業式当日は、テントで遮るにはもったいない好天気に恵まれ、６年間私たちの汗や涙と笑い声、木造階段の軋む音や鉄筋を打ち

込む振動の全てを知っている校庭を踏みしめて、卒業証書をいただけたことに改めて感謝をしたいと思います。

≪  亀青小学校亀有分校開校式 ≫

≪  昭和28年の木造校舎 ≫

♪ にぎやかな にぎやかな にぎやかなー まち
かめありに ♪
この歌詞から始まる「ふるさと道上」は、道上小
学校の児童が考えた歌詞に宮越隆先生が曲を
つけて作られました。

宮越先生が赴任して来たのは、道上小学校50
周年の準備の年。50周年の時に作られた祝歌を
今でも子どもたちが歌えるのは、先生方や地域
の人たちが大切につなげてきたからだと宮越先
生はお話ししてくれました。
地域の人たちがいつも、ふるさと道上小学校の
ことを気にかけているから、その気持ちが先生
や子どもたちにも伝わり、上級生が歌っている
姿を見て自然と1年生も覚えて歌えるようになるそうです。

『100周年の時も大きな声で歌いたい！』50周年祝賀会の実行委員長だった当時のＰＴＡ会長小河原さんの言
葉です。2018年に行われた70周年の祝賀会でも、道上ブラスハーモニーの演奏に合わせみんなで手拍子で
「ふるさと道上」を大合唱しました。「ふるさと道上」は、集会や周年行事の時は必ず歌われています。校舎が建
て替えられ姿形は変わっても、道上小学校で学び遊んだ想い出は歌とともに語り継がれていくことでしょう。

≪ 昭和40年 鉄筋校舎 第1期工事開始 ≫ ≪ 昭和42年 鉄筋と木造校舎が並ぶ 改装中の道上小学校 ≫

≪ 平成10年 創立50周年の道上小学校 ≫

道上小学校は、「道」（旧水戸街道）の「上」（北側）に建つ学校です。昭和23年6月1日、亀青小学校の分校として開設され、こ
の日を開校記念日とし制定。そして同年9月道上小学校として独立しました。

校章の由来
校章は、「賢い子どもに育つように」との願いを込めて、天神様（菅原道真公）にゆかりのある梅の花を選び、それに校名を
配しました。

道上小学校

ふるさと道上
作詞：児童
作曲：宮越隆

さわやかな町 亀有に

喜びがいっぱいあふれてる

お父さんが遊んだ校庭も

お母さんが泳いだプールも

みんなで大切に使います

みんなの明るい声がひびく

僕と私の大好きな道上小学校

にぎやかな町 亀有に 

幸せがいっぱいあふれてる

勉強がとても好きな子も

遊びがとても好きな子も

仲良くわらって過ごします

みんなの明るい声がひびく

僕と私の大好きな道上小学校

１． ２．

木造校舎には「ぶちぬき教室」
があったんだよ

中森さんは、みんなに亀有音頭を
教えてくれる踊りの先生だよ

宮越先生は、電車が亀有駅に
着く様子をイメージして前奏を
作ったんだって

「校庭の卒業式」（卒業生中森幸子さんのお話）

(周年誌より)

ふるさと道上祝歌
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中之台小学校

昭和２６年１０月１６日
昭和２６年１１月１９日
昭和２７年４月１日

道上小学校中之台分校として開校
授業開始（昭和３０年に１１月１９日を「開校記念日」に制定）
葛飾区立中之台小学校として独立

中之台小学校のあゆみ

戦争が終わって数年がたち、亀有の人口も急激に膨らんできて、亀
青小学校だけでは収容しきれなくなりました。そこで道上小学校
ができました。しかし、常磐線の亀有の北側の子が通う学校をぜひ
創ってほしいとの地域の熱い思いがあり、中之台小学校が開校と
なりました。はじめは、建物と机・イス以外の予算がなく、運動会の
時などに模擬店を出して、その収益で学校に必要な物を購入しま
した。校庭は雨が降るとぬかってしまうので、整地したり木の一本
一本を保護者や地域の人たちが植えました。学校のまわりには田
や畑があり西側に大きな池がありました。校舎の1階からも富士山
がよく見えたそうです。中之台小学校が開校してから町がどんど
ん発展して家が建ちはじめました。カエルが鳴き、秋には赤とんぼ
が校庭にたくさん飛んできました。体育館やプールもなく道上小学校や一之台中学校のプールをかりたり、家庭科室も
なくコンロに炭をいれてご飯をたきました。校舎は木造２階だてで、学校のまわりは田んぼと畑と野原でした。

学校の東側には、三共製薬の工場がありました。学校が出来たば
かりの頃は教室が少なくて、２部授業をしていました。給食は脱脂
粉乳とコッペパンとおかずでした。食器は家から持っていきまし
た。道は土で、馬や牛のふんがたくさんおちていました。常磐線は
汽車が走っていました。
曳舟側（葛西用水）には、コイ・フナ・ドジョウ・ウナギがたくさんい
ました。石けり・ゴムだん・おにごっこ、男の子はメンコ・ベーゴマを
していました。冬はとてもさむく、手や足にしもやけができました。
道のあちこちでたき火をしました。

中之台小学校は、
保護者や地域の人が
力を合わせてつくった
学校なんだね

中之台小学校が生まれた頃(周年誌より)

中之台の校名は、大昔、現在の山の手と松戸台地の間がまだ浅海の頃、学校を中心としたこの土地が台地になっていて、
舟の中つぎ場所にされていたことに由来します。

校名の由来

校章は「はと」の背に校名を配しています。
ちょうど開校独立がサンフランシスコ講和条約発効の１９５２年
にあたるので「はと」の姿にちなんで平和を象徴したものです。

校章の由来

≪  昭和35年頃 右側に三共の建物が見えます ≫

≪  昭和27年頃 後ろに三共の煙突が見えます ≫

一之台中学校

昭和３０年４月５日

昭和３０年４月２６日
昭和３１年１月１日

東京都葛飾区立第十八中学校として開校式、
入学式、始業式を亀有中学校校庭にて行う。
新校舎竣工（この日を開校記念日とする）
東京都葛飾区立一之台中学校と校名を変更

一之台中学校のあゆみ

新校舎はまだ建築中でした。開校式は4月5日亀有中学校
校庭にて行われました。
新校舎完成までの数週間、すでに配布されていた新しい机
と椅子を使いながら、生徒たちは、亀有中学校と道上小学
校で間借り生活をしていました。
4月26日新校舎竣工。
「4月26日は好天気でいよいよ新校舎へ移転、てんでに新し
い机やイスを持った生徒や職員たちが、新校舎に向かって
延々長蛇をつくって行く様子は、まことに壮観そのものでし
た。」（初代学校長）

高架線でなかった当時、遮断機のない踏切で、登下校する子どもたちの安全を守るために、保護者の方々が、旗振
りを始めたのがＰTA活動の始まりだそうです。
現在、校舎の４階窓のスローガンは電車からも見え、たくさんの人に応援メッセージを届けています。
一之台中学校はヤングアメリカンズ(音楽とダンスのワークショップとショー)も取り入れ、子どもたちと町を元気
にしてくれます。

一之台中学校が生まれた頃(周年誌より)

「昔、一ノ台（現校地）、二ノ台（亀有駅付近）、三ノ台が葛西の名所でした。
昔の名所を永久に残すために一之台中学校という名を提案したい！」という生徒の提案が採用されました。

『未だ亀有、西亀有地区が海中に没していた頃、この辺りには三つの島があり、一番南（西亀有地区）の島が向島とよば
れ丸型で直径約70ｍの大きさがあった。また、この付近には東西90ｍ、南北150ｍの細長い短形の島があり、高島とよ
ばれていた。一番大きな島は、亀有から西亀有地区辺りにかけてあったということで、東西1100ｍ、南北400ｍ程の大き
さで島とは呼ばれず、一之台とか二之台とか三之台と呼ばれるようになった。』

校名の由来（一之台中学校学校要覧より）

水蓮は、清純を意味し、旧地名「蓮田」(昔この付近水蓮が多かった）
を表す。18枚の花弁は、旧校名「第十八中学校」を表す
輪郭の菱形六角は、亀の甲「亀有」を表す

校章の由来

≪ 昭和３７年頃 ≫
学校の前に線路が見えます（高架になる前）
線路手前に砂原第二公園（お城公園）が見えます

≪  昭和33年 椎橋門（しいはしもん）から ≫

椎橋門　昔はここが正門でした。
「昔、門の前に椎橋商店があって、校章とか学
校の物が色々売っていたので、椎橋門ってみん
な言ってました。」　(一之台中学校卒業生)
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亀有の隣の青戸には御殿山遺跡と葛西城址があります。この２つの
遺跡は同じ範囲で御殿山遺跡が古墳時代の集落、葛西城址が中世
の城館です。
古墳時代前期になると葛飾に人が住み始めます。葛飾で確認されて
いる一番古い集落がこの御殿山遺跡です。この遺跡からは、住居あ
とや当時の暮らしがわかる道具などが見つかっています。出土品か
ら、御殿山遺跡に住んでいた人々は中川で魚をとり、住居近くの畑
で作物をつくって生活していたことがわかります。
御殿山遺跡は古墳時代中期の生活のあとは見つかっていません。こ
のころ、葛飾に川の増水など自然環境の変化があったのかもしれま
せん。
葛西城は戦国時代、この地域を支配していた上杉氏によって築城さ
れ、その後、北条氏の城になりました。国府台合戦で葛西城は、北条
氏の基地になったと考えられています。現在、御殿山公園、葛西城址
公園となっている一帯が城の中心部である主廓でその周囲にいくつ
かの廓があったと考えられます。

初代歌川広重(うたがわひろしげ)が江戸時
代にえがきました。手前が亀有側で遠くに
は筑波山が見えます。

江戸時代に刊行されました。
手前は亀有です。

江戸時代、葛飾には「水戸佐倉道」という道が通って
いました。亀有と新宿間を流れる中川には舟で渡る
「新宿の渡し」がありました。

亀有
駅

亀有
駅

①①

②②

③③

④④⑤⑤

⑥⑥

葛西城あとからは、木製の出土品が数多く見つかっています。これ
は、葛飾区が低地にあり、地下水の水位が高く、水分をふくんだ土で
遺物がパックされて傷みにくかったためです。
戦国時代の城であった葛西城からは、多くの武器が見つかっていま
す。刀ややり先、てっぽう玉などです。
葛西城は安土桃山時代に北条氏を滅ぼした豊臣秀吉方により攻め
落とされました。
江戸時代になり、徳川家康は葛西領で鷹狩りを行っています。
葛飾をふくむ葛西領は、川や池や沼が多く、獲物となる鶴やカモが
沢山やってきたので、鷹狩りを行うにはよい場所でした。家康はかつ
て葛西城があった場所に鷹狩りの際の休憩、宿泊施設として青戸御
殿をつくりました。その後、青戸御殿があった場所は御殿山と呼ばれ
るようになりました。
青戸御殿は徳川家康・徳川秀忠・徳川家光が使いました。

御殿山遺跡出土の環状土錘▲
（魚をとるおもり）

歴史散歩亀有の

御殿山遺跡で見つかった畝跡▲
（畑のあと）

葛西城　井戸の跡▲

葛西城　武具類▲

葛西城の位置▶

御殿山遺跡と葛西城址

水が守った出土品
⑥一里塚⑥一里塚

④亀のオブジェ④亀のオブジェ

⑤亀有橋の親柱⑤亀有橋の親柱
①見性寺
（p27 『汽車になったムジナ』の舞台）
①見性寺
（p27 『汽車になったムジナ』の舞台）

③善養寺
（p26 『夜泣きわにぐち』の舞台）
③善養寺
（p26 『夜泣きわにぐち』の舞台）

「名所江戸百景」
にい宿のわたし
(葛飾区郷土と天文の博物館所蔵)

(葛飾区郷土と天文の博物館所蔵)

「江戸名所図会」　新宿の渡し口
にいじゅく わた ば

★クイズ★
中川でとれるお魚がおいし
いと書かれています。その
魚はなんでしょう？

★ヒント★
絵の中で男の人があみに入
れてお客様に見せている川
魚だよ。

クイズのこたえ：鯉魚(こい)

②香取神社②香取神社

民謡の碑民謡の碑 玄恵井の碑玄恵井の碑

亀形瓦一対（区登録有形民俗文化財）亀形瓦一対（区登録有形民俗文化財）

地名にちなんだ亀をかた
どったあうん一対の瓦。

亀にふれるといいことが
あると言い伝えられてい
ます。

秋の納米を江戸へ
送る船頭達の中川
お舟唄を後世に伝
える碑。

こうのだいかっせん

水戸佐倉道水戸佐倉道

水質が悪かった江
戸時代の亀有村で
山崎玄恵の指示の
もと井戸を掘り当
てた記念に作られ
ました。

葛飾にお城があった！ごてんやまいせき かさいじょうし
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「亀有音頭」と「亀有ラ
プソディー」は「亀有ま
つり」のためにつくられ
た曲なんだよ！

香取神社では毎年９月に例大祭がおこなわれ、亀有の町がいつも以上に賑やかになります。
例大祭の時には亀有出身の人達が神輿を担ぐために亀有に戻ってくるほど大切な行事です。
また２年ごとに神幸祭とよばれる本祭りがおこなわれ、本社神輿とよばれる江戸時代に作られた神
社の宮神輿も出されます。
昔、神輿の巡行の時に勢い余って神輿を壊してしまうことがあり、一時期御輿の巡行を中止していた
ことがあるそうです。
それを復活したときにできたのがお神輿を担ぐ人たちをまとめる香取会雷電という団体です。雷電
とは江戸時代の名力士で強くて優しい雷電為右衛門という人の名前で、香取会雷電の初代会長がお
すもうさんだったことでつけられた名だそうです。

亀有のおまつり 例大祭
れいたいさい

●亀有みこし協議会（現在１０町会）
みこし協議会は、日本の文化「みこし」を若い人た
ちに伝え、誰もが知り合いになり、どんな時でも人
と人とが助け合える町になれるように、町の活気
と人と人との「つながり」を大切にした活動をして
います。
近年の例大祭ではみこし協議会の連合宮入を見る
ために多くの人が亀有を訪れるようになりました。

秋の例大祭で神社を支える
崇敬団体
前津会●

亀四崇敬会●

亀有中央崇敬会●

東五会●

清交会●

浮洲崇敬会

富士見崇敬会

三和崇敬会●

五丁目東崇敬会●

西三崇敬会

上宿崇敬会●

中川文化会

仲町崇敬会

中之台崇敬会

一舟崇敬会

砂波崇敬会

五丁目西崇敬会●

リリオ崇敬会●

●はみこし協議会所属町会です

▲平成28年(2016年)　亀有みこし協議会2０周年

こち亀の映画に▲
　使われた御神輿

◀第3回亀有ふれあいまつり
　(平成10年)亀有音頭のパレード

▲第１回亀有まつりのポスター

▲「第１回亀有まつり」
　リリオパーク

らい で ん た め え も ん

「亀有まつり」は、平成8年、亀有駅南口再開発後に始まった毎年秋に
開催される亀有地域のおまつりです。
亀有まつりは、「三日三晩踊るような行事を！」とイメージして企画され
ました。途中「亀有ふれあいまつり」と名前が変わり開催されていまし
たが、25回開催の令和元年10月にふたたび「亀有まつり」として行わ
れました。
再開発によりできた亀有駅前のロータリーやリリオパークを中心に踊
る「亀有音頭」のパレードは、子どもから大人まで一緒になって亀有の
町を盛り上げます。ステージでは小中高生などによる演奏やのど自慢
大会などが行われ、模擬店や物産展が出店します。

亀有のおまつり 亀有まつり

亀有祭の始まりデェー
じいちゃんもばあちゃんもおどりだせ！ソレー！
と曲が流れると誰でも踊りたくなるような「亀有音頭」には、亀有の地
名の由来がうたわれています。

江戸の昔は亀無村よ そこを通ったお殿様
亀無村じゃ元気がでないと 亀有村にしたそうな ハー
目出たい目出たいお話さ 遠く伝わる物語 ハー
亀有音頭でフィーバーフィーバー
亀有音頭でフィーバーフィーバー

「亀有音頭」は敏（びん）としさんという方
が作詞作曲しました。敏さんは中之台小
学校出身で、♪むかしむかしそのむかし
♪という歌詞で始まる、ダークダックス
が歌う「花のメルヘン」という曲を作っ
た人です。
Ｂ面には「亀有ラプソディー」という曲が
あります。昔、線路をはさんで北口と南
口がすぐには行き来できなかった頃、北
と南に住んでいた、ある恋人たちのこと
をモデルにして作られた曲だそうです。

この「亀有音頭」は子どもたちから大人まで誰もが踊れるといっていいほど
亀有地域の盆踊りや「亀有まつり」でも流れる、みんなに親しまれている曲です。

香取神社の宮御輿▲
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亀有音頭を作った
敏としも芸能荘に
住んでいたんだよ。

戦時中の昭和20年3月10日の東京大空襲で、浅草あたりを焼けだされた芸人たちが、亀有に多く移
り住みました。
亀有にはたくさんの映画館があり、芸人にとっては親しみやすい場所で、浅草とよく似た庶民的な雰
囲気をもつ町だからこそ、多くの芸人が住んでいたのでしょう。

戦争を知っている世代には何とも懐かしく、次の句をつい口ずさんでしまいそうな語り。
そうです浪花亭綾太郎の「壷坂霊験記」です。

銭湯で、このひと節をうなっているのをよく聞いたものです。
綾太郎は目が見えません。
近所の小さい子が不思議がってその理由を聞くと「小さい時ね、ご飯をこぼしたからなんだよ」とやさ
しく答えたといいます。
有名になってもおごることなく、誠実な人柄だったと伝えられています。

亀有に住んでいた芸人は、浪曲の綾太郎、奇術の伊藤一葉、女剣劇の浅香光代、漫才の内海好江、歌
手の二葉百合子、漫才のビートたけし等々、枚挙にいとまがありません。
手品師の伊藤一葉は、ソフトな話術でテンポよく見せる奇術のしめくくりに「何か質問はございませ
んか」と言うセリフが流行語になりました。

東京大空襲で田端の家を焼け出された浅香光代一家は、亀有の日立館でお芝居をするために、家族
で亀有に引っ越して来たそうです。自伝の本に亀有のことが書いてあります。
「あたしの一家が住んでいた小さな家は日立館の小屋の持ち主で、近くのアパートには焼け出された
芸人がたくさん住んでいた。浪曲の浪花亭綾太郎のような大物もいました。」

妻は夫を慕いつつ、夫は妻をいたわりつつ、
　　ころは六月中の頃、
　　　　夏とは言えど片田舎・・・。

亀有と 芸能
北口の環七の東に日立館という芝居小屋があり、のちに映画館となった所のすぐそばに２階建ての２棟
のアパートがありました。そのアパートは芸能荘といい、常時４０人ほどの芸人が住んでいました。
浪曲の綾太郎もこの芸能荘に住んでいました。綾太郎は浪曲界の第一人者でしたが、売れない時代の芸
人たちも多く住んでいました。

芸能荘

第一芸能荘の内部（1階）▼

芸能荘向かいのパン屋さん▲

芸能荘内部、写真［昭和40年代］清水アキオ(芸名)さん[バンドマン]のご家族より提供
昭和44年頃の地図▲

庭通路▲第一芸能荘玄関ドア▲木戸▲
デン助▲ 伊藤一葉▲ 浅香光代▲

（亀有だーい好きより）

第一芸能荘の内部（2階）▼

AA

AA BB

DD

CC

日立湯日立湯

日立湯日立湯

日立館日立館

CC

BB

DD
芸能荘芸能荘

第二芸能荘第二芸能荘

(斬って恋して50年より)

なにわてい あやたろう つぼさかれいげんき
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亀有写真館
亀有駅南口

ゆうろーどから旧水戸街道への入り口

旧水戸街道　セブンイレブン前

ゆうろーど入り口

ゆうろーど

南口から北口への踏切

昭和

昭和

昭和

戦前 令和

昭和戦前 令和

令和

昭和 令和

令和昭和 令和

南口にはどんぐりまなこのデン助がいました。
昭和40年代のTVドラマ「パンとあこがれ」の主役を演じた宇都宮雅代も亀有４丁目の出身です。
デン助は「おれにデンとまかせておけ」が大流行しメリヤスシャツにはげ頭のデン助にふんして人情劇
を演じ昭和に活躍したコメディアンです。生まれも育ちも浅草、浅草演芸場で人気があった江戸っ子コメ
ディアンですが、道上小学校の真裏に住んでいたこともあります。亀有にすむようになった理由はわかり
ませんが、浅草に似た庶民的な雰囲気がこの街にもあったからではないでしょうか。
彼はデン助劇団を率い、言問三平の名で脚本を書き、下町人情喜劇を演出して、おっちょこちょいの江
戸っ子デン助を自ら演出しました。デン助劇場がテレビまで放映された頃の人気は大変な人気でした
が、糖尿病と闘いながらの舞台もついに力尽き昭和５１年に亡くなりまし
た。その葬式の時の花輪の多かったこと。道上小学校真裏にあった家の
一画をぐるっと取り巻いて、なお曳舟川まで続きました。

(亀有だーい好きより)

「ゆうろーど」では下町ならではの人情味あふれる商店街を目指し、デン
助の本人直筆の「思いやり」似顔絵入りサインがデザインされたTシャツ
を組合員向けに作成し、あったかみのある商店街をアピールしています。

浅草喜劇のスターのイメージが強いデン助でした
が、ゆうろーどを散策したり、子どもが通う道上小学校の運動会に顔を出したり、
亀有でもなじみだったことからデン助を題材にしたТシャツを作成しました。道
上小学校の周年誌にもデン助のことが出てくるほど亀有の子どもたちにも人気
がありました。

「私が道上に在学していた昭和４０年頃は、やれ東京オリンピックだビートルズの来日だと、戦後の日本が高度

成長を続けているのを象徴するような数多くのイベントが開催されたのを記憶の一部としてかすかに思い出す

ことがあります。しかし、私にとっての一番の思い出は、ある年の運動会の出来事です。運動会のプログラムも

順調に進行し、昼休み近くになって道上小学校の真裏に住んでいた当時の喜劇の王様「大宮デン助」が会場に姿

を現したのです。私たちは運動会そっちのけで、デン助の周辺に集まり低学年の子が肩車されると、それはそれ

は大さわぎになったのです。在校生でデン助を知らない子はいないのですから、行事は中断し、そのまま昼休み

になったと記憶しています。（道上小周年誌より）」

「正面玄関の前にデン助さんの家があり、私たちはデン助が見えたと

窓からよく手をふりました。（道上小周年誌より）」

デン助Тシャツ▲

◀デン助劇場(昭和30年代から40年代放送)の番組内でプレゼントされた
　首振り人形(デン助人形)

亀有とデン助 デン助は大宮敏充という芸名でし
たが、「大宮デン助」「デン助」と呼
ばれていました。

おおみやとしみつ
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亀有地域には沢山の昔ばなしが残されています。
亀有の昔ばなしから昔の亀有を知り、亀有の人のあたたか
さを学びましょう。

　砂原（今の西亀有３丁目）の旧水戸街道の南側に南照山善養寺というお寺がある。昔、こ
の寺の境内にあった小さな鰐口にまつわる面白いお話が言い伝えられている。その鰐口は
不動堂の軒先に掛けてあったもので、音色のよいこともあって街道を通る人はきまって立ち
寄り、鳴らしては拝んでいったのだそうだ。
　さて、頃は幕末ご一新のある夜、無住に近いこの寺に盗賊が忍び込んだ。何か良いものは
ないかとあちらこちら探したが暗くてなかなか目星しいものはみつからない。まさかご本尊
様を背負っていくわけにもいかず、須弥壇の前にあったいろいろな仏具を大風呂敷に入れ
込んで背負い、見つからぬうちにと外へ出て見回すと鰐口が目に入った。そっと打って見ると
小さいながら良い音がでるので、これもついでにと盗んでいった。
　盗賊は、その鰐口も折を見て売ろうと家の中に隠して置くことにした。ところがその夜眠
りについたと思ったら、しくしく泣く声に目が覚めた。誰もいないのにと不思議に思っていた
ら、続いて「帰りたいな。戻りたいよ…。」と悲しそうに言って、また泣くのである。それはなん
とあの鰐口なのである。
　そんな夜が何日も続いたので、さすがの盗賊も気味悪くなり安くても早く金に替えてしま
おうと、知り合いの系図買いに叩き売った。ところが、その買いても同じ目にあったのですぐ
に転売した。その次の買いてもまた同じ目に合い、その道具屋はこともあろうに中川に投げ
込んでしまった。
　それから何年かして世は明治になり、中川の土砂をさらっていた時、泥と一緒にその鰐口
が拾い上げられたのである。そしてその人達の善意で、銘文を頼りになつかしい砂原の善養
寺に戻ることができた。早速、時の方丈さんにまた不動堂へ掛けてもらって安心したのか、
夜泣きもしなくなり、お参りに来る人にまた良い音を聞かせていたのだそうだ。
　この話は、その盗賊が後に御用になり、いろいろ取り調べられているうちに分かってきて、
それが噂となって流れたそうである。

夜泣きわにぐち（江戸時代ころ）

　これは江戸時代の終わりから明治時代の頃のお話です。
　亀有町の西側にあった農業用水に舟に人を乗せ綱でひいて四つ木と亀有を結ぶ曳舟が行
われていました。この曳舟川の亀有の船着き場には旧水戸街道が交差していて、舟から上
がったところには（今のセブンイレブンあたり？）２、３軒の茶屋がありました。そして、この辺
りにはきつねがいくつかの群れをつくって棲んでいました。
　きつねは人を化かすといい、ちょっといたずらをしますが、人を傷つけたりはしません。
　秋から冬にかけ、曳舟川の水が少なくなってくる頃の夕暮れ時、船着き場の茶屋で１杯の
み、ご機嫌で折詰の手土産を下げて家に帰る男が、ふと川を見ると魚がピョンピョンと飛び跳
ねているではないですか。
　男はこれはしめた！川の水は少ないし手づかみで捕ってやれと土産物を近くに置いて着物の裾をはしょり川の中へ入り込み、
両手で魚をつかみにかかりました。
　ところがヒョっと捕まえようとすると魚はさっと逃げてしまいます。こうしているうちに体もだんだん冷えてくるので魚捕りは
あきらめ、道に上がって土産物をもって帰ろうとしたところ、折詰がいやに軽いのです。
　変だなと思って折を開けてみると、何と中の料理は空っぽ「きつねにやられた！」と気が付いてももう遅い。用水路には魚もは
ねていません。まんまときつねにだまされたのです。

亀有のきつね

　「田園を走る汽車」と聞くと今では却って乗ってみたい気もするが、常磐線が開通し、亀有に
初めて汽車が走るようになった頃の風景もそれであった。それに今と違って乗る人も少なく、
午前と午後に二本ずつ位という静かさであった。だから駅の辺りでも一面に広がる田畑の中
に見性寺と香取神社と他に農家が２軒か３軒くらいが見える程度であったから、日没になる
と人通りも無くなり、キツネやタヌキ、ムジナなどの鳴き声のする淋しい所であったのである。
　そして特に見性寺には竹や樹木も多かったので、ムジナが数多く住んでいたのである。その
中でも一番古いムジナの一匹は人間の言葉も少しは分かったという言い伝えが残っている。
このムジナが、汽車が通るようになって間もないある夜、汽車の真似を始めたのである。ムジ
ナの汽車が汽笛を鳴らしたり、赤い火を吐く機関車になったりするので、駅員さんの方でも信
号をどのようにしてよいやら迷うこともあったのだそうだ。
　そんなことは知らない村の人達は、
「近頃はずいぶん汽車が多く通るでねえか。」
「夜も遅くまで、けいきのよい汽笛が聞こえるだよ。」
「汽車ってそんなにもうかるものかなぁ。」
「汽車屋さんはうらやましいよ。」などと噂しあっていたらしい。
　それが、ある夜から、今までうるさいほどであった汽笛が、さっぱり聞こえなくなったので
ある。それは、夜ごと危険な目に合わされていた機関士さんが、あれはきっと魔物の仕業にち
がいないといって思い切ってやっつけようと勢いよく汽車を走らせたので、ムジナはひかれて
しまったのである。
　次の日の朝、村の人が用事の為近道しようと線路を横切っていた。すると何やら荷物らしい
ものがあるのに気がつきよい物なら拾っていこうとして近づいてみると、なんと血だらけのムジナであった。おどろいた村人は早
速見性寺に知らせたので、和尚さんも来てみるといつもの寺の藪に住んでいて、時折でてきていたあのムジナであった。それでそ
の村人も手伝って寺に運び境内の片隅に埋めてやったのである。その後、汽車に負けたムジナをかわいそうに思い、ささやかなが
ら塚を作って供養したのである。

汽車になったムジナ（明治時代ころ）

　現在の亀有五丁目辺りには、当時の人々が「なかんで」と呼ぶ通りがあり、そこには諏訪神
社という社がありました。社の森にはたくさんのタヌキが住み、通る人を化かしては土産を
頂戴するのですが、化かしの手は何とお風呂のサービス。茶屋遊びの帰り、酔って上機嫌の
人々が野道を歩いていると目の前には露天風呂が。熱い夏の夜、ひと風呂浴びたいと思って
いた矢先のことです。早速土産を置き裸になって入ると、湯加減もほどよく鼻歌のひとつも
出るという気持ちよさ。そこにまた人が通りかかり、「あれっまたタヌキに化かされている」
入浴中の人に思いきり泥をぶつけ、やっと正気に戻します。そこからが大変。風呂と思ってい
たのは肥溜め、その臭いこと。すでに土産は食べられ、口惜しがっても後のまつりです。田や
畑の多かったころの亀有のお話です。

なかんでの風呂

昔ばなし亀有の

(亀有だーい好きより)

(亀有だーい好きより)

(道上小学校70周年お便りより)

(亀有銀座商店街50周年誌より)

善養寺

鰐口がかけてある不動堂

実際の鰐口

見性寺

見性寺のムジナ塚
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(山口敏郎 「自分史」より[平成4年])

　亀有という地名は江戸時代につけられました。それ以前は、亀無、亀梨と言っていました。平安時
代末期の1180年源頼朝が隅田川を渡る時のことを書いた「義経記」に「今井、くり河、亀なし」とは
じめて出てきます。
　応永５年（１３９８年）葛西御厨注文、永禄２年（１５５９年）北条分限帳にも「亀無」「亀梨」の文
字が用いられていました。梨は「ありの実」といい、亀なしの「なし」を忌みきらって、正保元年（１６４
４年）幕府が国図を作成する際に改めたものであろうといわれています。ともかく室町時代にあっ
た村であることはたしかです。
　古い地図を見ますと、亀有は利根川に沿った村でした。
亀有と足立区との境界はくねくねと曲がっています。いまでも古隅田川（利根川）という小川が残っ
ています。江戸時代3代将軍家光のとき亀有と長左衛門新田（もとの長門町・現在の足立区中川）
との間で古隅田川は締めきられ、小さな川になっていったという記録が残っています。亀青村の小
字に「西堤通」があります。（亀有５丁目）
　３代将軍家光、８代将軍吉宗は鷹狩りのため何回も葛飾を訪れています。吉宗の頃には、亀有村
に「御鳥見屋敷」があり、恵明寺が将軍の御膳所（将軍の昼食あるいは休憩の場所）になっていまし
た。
　亀有には万治３年（１６６０年）に開さくされた古上水（曳舟川・葛西用水ともいう）があります。
開さく当時、本所地区に飲料水を供給するためのものでしたが、享保年間に廃止され、かんがい用
水として利用されてきました。
　文化・文政時代（１８０４年～１８３０年）の紀行文には四つ木と亀有にはそれぞれ2軒の茶屋が
あり、14艘の「曳き舟」が用水を行き来し、旅人を運んでいたことが記されています。
　四つ木からの「曳き舟」の終点は一里塚のそばの旧水戸街道と用水の交差する古上水橋のとこ
ろでした。
　慶応３年（１８６７年）徳川幕府は大政を奉還し明治維新がはじまり、明治５年（１８７２年）学制
が配布されました。その翌年亀有は区内で最初の小学校（青砥学校・現在の亀青小学校）を開校し
ました。
　明治３０年（１８９７年）亀有駅の開業は近代化への第一歩でした。
　大正２年（１９１３年）には、日本紙業・三共製薬の工場が亀有に進出してきました。教育について
の関心の高いことも、工場誘致などについても、亀有は区内でもっとも先進的な地域であるという
ことができます。（原文ママ）

（亀有地区だより２７号[昭和61年発行]より）

≪街道の情景≫
　街道の一日は、砂利道を通る大八車のガタゴト
という音で始まった。
　近在の農家の人が、獲れた野菜を前の晩遅くに、
千住のやっちゃ場（市場）へ運んだ帰りの車の音
だ。ふと、目を覚ました時など、まだ暗い寝床の中
で聞いたその音の、近づき、遠ざかって行く響きが
今もって耳に残る。やがて、夜が明けはじめると、
納豆売り、新聞牛乳の配達、千葉県の船橋から来
るという天秤を担いだ魚売りが通り、昼には煮豆
屋、蒸気をあげ汽笛を鳴らした手車の、キセルのラ
ウ掃除屋、リヤカーいっぱいに荷を積んだ雑貨屋、鼓を打ち鳴らして下駄の歯入れやが通る。そして夕
方になると、ラッパを吹き、天秤を担いで納豆屋が売り歩く。
　季節によっては夏は金魚売り、風船売り、紺絣（こんかすり）の着物に日傘を差し、大きな荷を背負
い「毒消しはいらんかね～」と売り歩く越後の薬売り。時には熊のはく製と幾段もの引き出しのある箱
を天秤で担ぎ、調子をとって引き出しの取っ手を、かたっかたっと鳴らして通るじょさい屋と言われた
薬売り。冬になると、玄米パン売り、屋台を引き、カルメ焼きを子どもたちにも作らせて売るおじさん。
木枯らしの道端に手押し車を止めて「炒りたーて豆よー」と、炒った豌豆（えんどうまめ）を寒そうに売
るおばさん。また四季を問わず子どもたちを相手の、しんこ細工屋、チャルメラを吹き、すげ傘を被っ
て来る飴細工屋、子どもたちが毎日楽しみに待っていた紙芝居屋。など街道は四季折々に通る物売り
の道でもあった。このように書いてくると大変賑わっていたように見えるがその大半は月に数度通る
だけで、普段は静かな道だった。
　私の家から少し先は田園地帯だった。春の萌え出る若葉、風薫る初夏、青空に入道雲の沸き立つ
夏、黄金色の稲穂の波打つ秋、また、刈田に木枯らし吹きすさぶ冬、と四季それぞれの情景がじかに
伝わってきた。

　新宿は江戸時代には街道の宿場だった。
　水戸から江戸に向かうこの街道は、ここ、新宿で鉤型に曲がり、つい最近まで長門屋を持つ家も
残っていて、宿場町に特徴を今でもとどめている、水戸、佐倉からの大名、小名はこの宿場で装束を
整え、江戸時代にはまだ橋の架かっていなかった「新宿の渡し」を渡り亀有を通って江戸城へ向かっ
たのである。逆に江戸から出る時はここで楽な旅支度に替え、地方に向かった。
　私の家から街道を中川橋へ行く途中に、日本橋から三里、千住から一里の一里塚の跡がある。ま
た、逆に街道を千住方面へ上がって行くと途中に、街道が大きくカーブしているところがある。私たち
は子どものころ大曲りと言っていた。鉤形、大曲りなど街道のこれらの形態は、敵が攻めてきた時に時
間を掛けさせるものだったという。江戸時代には街道の宿場町として、新宿一帯はこの辺一帯の中心
地だった。（原文ママ）

亀有のあゆみ 昭和の初め
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　高柳好一さん（元道上小学校教諭）が亀有の街をスケッチしているという。
「亀有駅の南口が再開発されるから、俺たち馴染みの赤ちょうちんが無くなっ
ちゃう。三京も天龍もビルの地下になっちゃうらしいぞ」と高柳さんは嘆く。
消えゆく飲み屋街をスケッチという形で残したいというのだ。酒を愛する高
柳さんらしい発想だ。それを聞いて私も心を動かされて言った。
「それじゃ、俺は絵は描けないから文章で亀有を残そう。一冊の本にしよう
や」ということになった。元道上小学校同僚の平賀幸子さん、元亀有中学校の
井川錬三さんを誘って４人で『亀有だ～い好き』という本を作ることになった。
あとでイラストレーターの小野誠一郎さんには表紙と新しい街のイラストを
お願いして、再開発事業が着 と々進む中でスケッチ、取材が進んで行った。
　高柳さんは初めは亀有八景を描いてグループ展で発表したが、２０枚、３０
枚、５０枚に増えて、消えつつある街角で街頭スケッチ展示会を開いてしまった。人が大勢寄ってきて、スケッチ
の感想を言ってくれたり、亀有の昔話を聞かせてくれたりした。教え子やPTAの方も「高柳先生、がんばって」と
声援を送ってくれた。新聞には取り上げられるし、反響が大きかった。
　一方、平賀さんは亀有の昔話を集め書いた。歴史教育者協議会の井川さんは亀有の歴史を中心に調べて書
き、亀有歴史散歩で締めた。私は亀有風土記と言うタイトルで、曳舟側、明治４３年頃の水戸街道スケッチを元
に聞き書きをした。亀有という街は、かなり歴史のある庶民の街だということが分かってきた。私も取材を重ね
るごとに手ごたえを感じるようになってきた。
　そのころは４人とも現職を離れた嘱託だったから、時間に余裕があって再開発はだんだん進むし、本づくりも
どんどん進んでいった。４人の共通の問題は、亀有という街はどんな街だったのか、どんな特徴があったのか、
それをスケッチ、写真、文章で残そうということだった。そんな打ち合わせは昔のままの赤ちょうちんの店で、酎
ハイを呑みながらやった。昔のままの飲み屋街はとうとう壊されると、プレハブの仮店舗で打ち合わせた。
　亀有は庶民の街だった。物価が安いくらしやすい街だった。柴又では、金町よりも亀有で買い物するという話
を聞いた。
　亀有には日立亀有工場、三共製薬（ビタミンB１）、日本紙業があって、労働者が一日の疲れをいやす街だった
ようだ。だから、月末の給料日には、亀有の街に活気がみなぎっていたという。日立亀有工場は昭和４９年に土
浦（常磐線荒川沖）へ移転すると、馴染みの飲み屋まで移転したというから、大きな工場と町に人たちは直接結
びついていたようだ。

　亀有には芸能人が多く住んでいた。デン助劇場は
浅草で人気を博しテレビでも連続放送されたが、デ
ン助が住んでいたのは道上小学校のすぐ裏だった。
だから、屋上から「デン助～」と子どもたちが叫ぶ
と、学校へ抗議の電話がかかってくるほどの人気で
あった。デン助が亡くなった時の花輪（今はそんな虚
礼はなくなったが）は、自宅から曳舟川まで続いてい
て驚いたのを覚えている。人気の絶頂期になくなっ
たからだろう。 「駅前再開発前の亀有」の青木更吉様、「亀有の歴史」のために原稿を書いていただき、

ありがとうございました。

駅前再開発前の亀有 青木　更吉

青木　更吉（あおき　こうきち）紹介
元道上小学校教諭
再開発の頃は葛飾区郷土と天文の博物館嘱託
『葛飾のわらべ歌』他の著者がある。
１９３３年生まれ　流山在住　地域史研究家

　浅草で女剣劇の女優だった浅香光代がデビューしたのは、14歳の時、亀有の日立館だった。「勘太郎月夜唄」
を踊ってやんやの喝采を浴びたという。その浅香光代に弟子入りしたのが、漫才の内海桂子・好江コンビの好江
だった。
　ビートたけしは昔、亀有北口の安アパートに住んでいた。亀有北口には芸能荘というアパートもあった。芸能
荘は、木造2階建ての倒れそうな建物だったのを私も見ているが、消防署から注意を受けてか取り壊された。芸
能荘は正式な名前かは知らないが、売れない芸人が住んでいて、漫画家の集まったトキワ荘のような物だった。
芸能荘は内海好江、歌手(岸壁の母)の二葉百合子ほかあげたらきりがないほどの芸能人が住んでいた。芸能荘
は芸人たちが助け合って生活する場であった。昭和２０年～３０年代の南口には亀有会館（最後まで残っていた
亀有名画座）、亀有太陽座、北口には日立館、オデオン座、亀有シネマの５館があった。半田小学校に勤めている
時、電車に乗って映画鑑賞に来たことがあった。だから、亀有は「東の浅草」と呼ばれたのだろう。亀有は『こちら
葛飾区亀有公園前派出所』の街だった。タイトルが長いので「こち亀」と呼ばれて親しまれた。作者の秋本治は旧
水戸街道沿いで生まれた。母親とは半田小学校で一緒で、私は相談を受けたことがある。
「うちの子、今６年生なんだけど、漫画ばかり読んでいて困っているんですよ。どうしたらいいですか」と、よくあ
る母の悩みだった。私は「真っすぐに、漫画の才能を伸ばせばいい」と答えたように覚えてる。そんなことで、大作
の「こち亀」が生まれるのに少しは貢献したかと自負している。「こち亀」には香取神社、亀有病院、亀有中学、水
戸街道、環七通りなど、亀有の風物がふんだんに出てくる。「こち亀」は平成２８年、全２００巻を出して、「最も発
行部巻数の多い単一漫画シリーズ」としてギネス世界記録と認定された。悩んでいた母親も、今は喜んでいるこ
とだろう。伊勢屋では「こち亀」の両さんにちなんだ「両さんどらやき」を売っているし、北口交番は「こち亀」の
モデル派出所として有名で、写真を撮りに遠くから来るという。
　亀有は歴史の街でもあった。水戸街道の宿場町では無かったが、一里塚があった。水戸街道と直角に交わる
曳舟川は埋められてしまったが、江戸時代には亀有上水とも呼ばれて深川、本所あたりへ送った上水だった。上
水は中止されて、サッパ舟にお客を乗せて網で曳いた。それで、曳舟川と呼ばれた優雅な船旅だった。曳舟川と
隣り合って葛西用水も流れていたが、ドブ川になってしまって、どちらも再開発前に埋められてしまった。また、
江戸時代の亀有は将軍鷹狩りの場で、恵明寺（亀有３丁目）は鷹狩りの休憩する寺だった。江戸川柳に残ってい
る作品からいくつかあげよう。

　　亀有も小松も鶴の御場所なり
　　　　鶴ありといひたき御場の地名なり
　　　　　　鶴の御場所に亀有は打って附け
　亀有の街は再開発で新しい街に生まれ変わった。私たちが飲み歩いた
亀有南口の飲み屋街はビルの地下へもぐった。「変わりゆくわが街にズーム
イン」した『亀有だ～い好き』は平成５年に出版されて、南口再開発は翌６
年に完成した。駅前にバスターミナルもできて、ビルが立ち並んで垢抜け
した街に変身した。

▲昭和初期の亀有34 35



この冊子の発行に際し、道上小学校学校地域応援団　地域コーディネー
ター　佐野政子さん及びそれに携わった方々にお礼及び感謝いたします。
この冊子は亀有の歴史及び亀有の学校のことやクイズ、葛飾の歴史等盛
り沢山書かれています。ぜひご家族で楽しんでいただき、ふるさと亀有の
ことをもっともっと知っていただき、これからも住みやすく楽しい亀有に
なってくれることを願っています。
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