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函館にいます  

羽田空港から函館空港へ 

関東地方も梅雨明け宣言 

夏らしくなってきた 

 

昼食は 

崎陽軒の「シウマイ御弁当」 ８６０円 

１９５４年に登場、昔から変わらないロングランヒット商品 

一品一品よく吟味されてつくられている 

  

ＪＡＬ函館行き 

席は三分の一くらい埋まっている 

機内から五稜郭が見える 
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函館市内 

空港から市内へ 

２０人くらい乗車 

  

函館駅 

駅前広場 

  
ホテルはキャンペーンで一泊５０００円弱 

チケットは特典航空券を取ったためゼロ 

さらに函館市が提供する２０００円分の食事クーポン 

外食で使えるため有難い 
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早速市電に乗り元町方面へ 

 

十字街で降りれば「坂本龍馬記念館」？ 

函館とどんな関りがあるのか分からない 

  

これは何？ 

日本最古操車塔 

１９３９年から市電の信号役とポイント交換を行っていた 

  

まちづくりセンター 

観光案内も行っているため、ここで情報を集める 

この建物はデパートの跡地 函館は国際都市であった 
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函館家具 

旧ロシア公使館から移動した銅像 

  

「市立郷土資料館」 後日訪れる予定 

 

「ハセガワストア」 

１９７８年、「弁当がない」という声から、「やきとり弁当」を製造し始めた 

函館近郊に１４店舗展開 

「やきとり」に注力した店 

  

その隣が「ラッキーピエロ」 
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函館倉庫街近くで観光の名所になっている しかし、観光客が少ない 今が堪え時 

  

ハセガワストア名物「やきとり弁当」 

店内 

奥が物販スペース コンビのような品揃え 

イートインコーナーもある 

  

焼鳥のパック 

メニューと注文書 右の紙に記入してレジに出す 

  

これが「やきとり弁当」 

食べ方 どうやら串を外して食べるようだ 
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これは「やきとり弁当」ではなく「やきとん弁当」だ 

たれ、塩、塩だれ、うま辛の４種類から選択ができる 

 

豚ばらねぎま３本載って４９０円 野菜焼き１本９０円 

ねぎの比較をしたかったため野菜焼きを注文 同じ食感、味から冷凍串ではなく、生から焼いてい

る うまく焼いてある 

  

海苔は載っているがかつお節はない タレが多すぎて私には塩辛い 

「たれとろみなし」も欲しい 

ＧＬＡＹの記事 彼らは函館出身のロックバンド 
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手前に袋に入った生豚串が見える 

男性のキッチンスタッフ、女性のレジスタッフ２名で運営 

 

隣のラッキーピエロに向かう途中 

バーガーバンズが納品されている 

  

話を聞くと、１箱１２個入り、番重３０枚とのこと 

１２×３０＝３６０  

ハンバーガーだけで３６０個も売れている 

ラッキーピエロ 

ラッキーピエロは、１９８７年創業のハンバーガーチェーン 

「地産地食」がモットーで 函館で１７店展開 

ハンバーガーの他に、カレーライス、オムライス、かつ丼なども提供 

  

店内 

メニュー 
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ドリンクメニュー 

ラッキーガラナ １２０円 

ガラナとはアマゾン川流域のつる植物 

炭酸の効いた砂糖水だ 

  

テーブルまで運んでくれる 

 

チキンバーガー＋ラキポテ＋ウーロン茶セットで６８０円だが 

ウーロン茶はいらないため、単品で注文したが 

セット＋ガラナの方が安かった 
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マグカップに入った「ラキポテ」 

これはまるで「ローテッドフライポテト」だ 

  

ホワイトソース、グレービーソース、溶けたチーズがかかっている 

そのため味は濃厚 

これがチキンバーガー 

  

鶏の唐揚げに中華風ソースを絡めたもの 

レタスとマヨネーズ 

アメリカのマヨネーズは全卵、日本のマヨネーズは卵黄 

単品で食べてもおいしい 
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中もジューシー 

からしをつけても美味しそうだ 

周富徳さんも絶賛 

  

函館にＢ級グルメを堪能 

若い観光客ターゲットの店だが、地元客も多い 

今は正念場だ 

ふれあいセンターに戻り、市電でホテルへ 

「函館どっく行」が、小文字がないため「函館どつく行」 

 

明日もこの辺を散策する予定です 
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函館の「コープさっぽろ」 

2020-08-04 17:37:48  

函館はコロナ感染者ゼロ（８月４日現在） 

「マスク」「外出自粛」に思う 

「マスク着用令、外出禁止令、営業禁止令など法を改正して強制力を持った方がいい」 

という声もちらほら出ていますが 

法律が制定され、違反をすれば処罰される 

これからは「５Ｇの時代」 

ＩＴが進んでいるかの国では、犯罪が起きれば１０分以内に逮捕されるという 

情報が筒抜けになっているからです 

そういう国を望みますか 

各自ルールを守るよう心がけましょう 

  

函館の「コープさっぽろ末広西店」 

函館市末広町１７－１３ 

 

コープさっぽろ 

生活協同組合コープさっぽろ」は札幌市西区発寒に本部を置く生活協同組合 

北海道大学生協が、１９６５年に学外に店舗を一般に開放したのがきっかけ 

２０２０年現在 ２８都市２０町 １０７店舗 

コープ宅配 ３７センター１１デポ（２０２０年４月９日現在） 

２０市１７町  

函館近郊に７店舗 
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大型店のように見えるが中は４５０坪ほど 

 

営業時間は朝９時～よる９時４５分 

  

「ひとやすみ」の椅子がうれしい 

 

特売チラシ 
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お客様の声 

お客がまじめなせいか文章が長い 

地元生産者コーナー 

  

青果売場 

 

日配品売場 

このボリュームは翌日の作業の先取りか 

  

缶入りのラーメンスープ １８９円 
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鰊（にしん）漬 

  

刺身売場 

魚の鮮度がいい 

いか売場 

生いか３ハイ ４９８円 

  

壺抜きいか 

いかめし 

いかがずいぶん小さいな 

  

冷凍味付けさば 各１パック ３９８円 
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夕方であるため精肉売場は品薄 

  

ジンギスカンや内臓ものの味付けは冷凍販売 

 

右は惣菜売場、左がチルドの洋日配売場 

  

丼３９８円 

寿司は週末は大パックを販売 

  

乳酸菌飲料 「ソフトカツゲン」 １１８円 

 

北海道余市 「りんごのほっぺ」 ３７８円 
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北海道だけあって、昆布の品揃えもいい 

価格もそれほど高くない 

最初の写真で気づいた人もいるかも 

  
「店内撮影ＯＫ」のマーク 

心が広いですね 

 

「大盛りきしめん」 １パック ３５０円 

冷しきしめんであるためそのまま食べられる 

  

きしめんをつゆでほぐすのに時間がかかるが 

ちくわの磯辺揚げ、揚げ玉、鰹節のゴールデントリオが最強 
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鰊漬け １パック ４３０円 

にしんとキャベツの塩漬け これは印象に残るほどのおいしさ 

  

「いかめし」 ２個入 １パック ５３８円  

「ラーメンスープ しょうゆ みそ しお」 各１缶 ２０４円 

これも持ち帰りラーメンを作ろうと思う １缶で４人前取れるようだ 

  

「ビタミン カステーラ」 １袋 １０８円 

菓子売り場の商品 パンとカステラがミックスしたような食感 

合計２３１６円 

 

次回は市内観光をレポートします 
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函館 元町エリア観光 

2020-08-05 16:57:26  

 

ホテルの朝食の対策 

私の宿泊しているホテルは中級の外資系ホテル 

アルコール、手袋、マスクは必須 

  

トレーか弁当箱の選択ができる 

弁当箱に詰めれば部屋でもＯＫ 

トングを使うため手袋が必要 

電子レンジ専用トレー 

  

トレーの場合 

弁当箱の場合 

翌日は、弁当箱に詰めて部屋で食べようと思ったが 

持ちきれなく結局その場でいただく 

冷たいメニューが多い 

  

元町エリアへ 
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函館駅前でバスに乗り、ロープウェー乗り場へ 

  

函館ビール 

函館明治館 

元郵便局、今はミュージアムになっている 

  

ベイエリア イカ釣り漁船が見える 

ロープウェー乗り場に来たがまだ開いていない 

営業時間は１０時～２１時まで 

夜景を楽しむ人が殆ど 
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函館の上水場 

  

横浜に次ぐ日本で２番目の上水場で、１８８９年に完成 

１８８６年に函館でコレラが大流行 

８４２人が死亡 

１３４年前にも伝染病で悩まされた 

当時はまだ井戸の時代 

 

ここでアクシデント 

朝食をとり急いで駅前のバスに乗った  

冷房が効いている中、薄着でいるとお腹が冷える 

ここまで来て「おお神よ～」状態 周りの店もまだ開いていない、 

こままだと私の下水道が…… 

偶然、開店準備中のレストランを発見、ドアが開いていたので声もかけずにトイレに直行 

なにせエマージェンシーですから 後で事情を説明してお礼を言う 

神は我を見捨てなかった 

 

元町の教会群 

ヨハネ教会 
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どこから見ても十字になっている 

ここはイギリスプロテスタントの教会 １８７８年完成したが、翌年火災で焼失 

プロテスタント教会の特徴は、イエスやマリアの像がないこと 

 

 

カトリック元町教会 

 

カトリック教会なので３体像が見える 
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１８６８年、フランス人宣教師が仮聖堂を立てた 

中には、ローマ教皇ベネディクト５世から贈られた壁像があるという 

見逃してしまったため後日また訪問予定 

こんな景色を見ながら 

 

 

ハリストス正教会 

ロシア正教会 

  

屋根のクーポラが特徴 

ロシア正教はギリシャ正教の影響を受けていると言われている 
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１８６０年、ロシア領事館の付属聖堂として建てられたのが始まり 

  

こんな坂がいくつもある 

こんな道をさらに進む 

  

北海道はアジサイの時期 

 

元町公園 

  

旧函館区公会堂 

これは前に置かれた大きな写真 
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実際は工事中 

１９０７年８月の函館大火災で、函館区の約半数１２，０００戸余りが焼失した 

１９１０年再建 

  

旧北海道庁函館支庁庁舎 

  

コリント式屋根（模様の付いた三角の屋根）を支えるエンタシスの柱が特徴 

 

その前に咲くバラ 
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これがローズヒップか 

函館奉行所跡 

ここだと大砲の球が届いてしまうため五稜郭へ移動している 

五稜郭は函館奉行所が建てたもの 旧幕府軍はそれを占拠した 

 

 

ペリー広場 

  

ペリー提督来航記念碑 函館山をバックにしたペリーの像 
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ナポレオンが持っていたような帽子 

ナポレオンは小柄だったので大きく見せるため帽子を横にかぶっていた 

反対側に「旧イギリス領事館」 

開港記念館も兼ねている 

 

旅を続ける男の像 

  
人間（ひと）は何故旅を続けるのだろうか 
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ハイカラさん 

  

文明開化華やかきし時代にタイムスリップしませんか Let`s sit together 

異国への夢 

  

黒船が来航した時代、船員となって世界を旅する夢を抱く函館の少年 With Great Hopes 

旧イギリス領事館  

ここは寄りたかったところ 
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函館旧イギリス領事館 

2020-08-06 16:34:47  

帰省、法事の集まりがかなり減りそうです 

ファミリー向けのオードブル、刺身、寿司の盛合せ以外は 

来客用「一人前の折詰、寿司」を用意する 

帰省がない分、手土産は減るが、「ふるさとギフト」は望めます 

今からでも、食材、トレーの発注変更を行いましょう 

  

函館 旧イギリス領事館 

  

１８５９年、函館は日本最初の貿易港として開港した 

イギリス領事館はアメリカ、ロシアに次ぐ三番目に開設 

１９１３年～１９３４年まで使用された 

イギリス領事館案内 

  

裏にはバラ園や噴水がある 

 

ヴィクトリアンローズカフェ 

中央の一番いい席でティータイムを楽しむ」予定 
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２階が展示室になっれいる 

当時の部屋 

  

イギリス領事館のレプリカ 

最初の領事 

  

ユースデン領事の足跡 

 

函館戦争中 

イギリスは不干渉の立場を取ったが、榎本に対し 

「武装をとかないかぎり、徳川の攘夷地開拓は許されないだろう」と助言している 
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執務室 双眼鏡で外の様子を見ている領事 

イギリス領事館の門章 焼け焦げているが当時のもの 

  

半地下の展示室 

函館開港物語 

江戸時時代は蝦夷地と呼ばれていた 千島列島にロシアが南下し、鎖国体制の日本に迫りつつ

あった 
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ロシア船がやってきた  

初の外国船入港 

ロシア船は漂流民の引き渡しと交易を要求してきた 

 

北の海を切り拓く！ 

港の発展と「高田屋喜兵衛」 

函館と兵庫を結ぶ「北前船」を走らせ蝦夷地の産物を交易した 

 

海外の扉が開く！ 

ペリー提督と黒船来航 

１８５４年、ペリーは「日米和親条約」を締結 

下田と函館を開港し、外国船が入港するようになった 
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ペリーが見た函館 

ペリー日本遠征記 

「訪れたひとは函館が繁栄してる町だという印象を受けた」 

 

異文化交流が始まった！ 

国際都市・函館の幕開け 

１８５８年、幕府は、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、オランダの５カ国と 

「修好通商条約」を結び、函館は国際貿易都市として開港した 

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12615826217-14799571552.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12615826217-14799571643.html


 

函館に吹きにける西洋の風 

おでかけは、ステッキ、洋傘、山高帽 

にぎわう洋物店 

 

洋服ってどんなもの？ 

見様見真似で函館ハイカラモード 
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奇し！奇し！ 心躍るメロディー 

ペリー提督のおもてなし 

アメリカン・ミュージック・エンターテイメント 

 

オドロキの写真術！ 

北の写真文化発祥の地 
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ハイカラ文化 黒船がもたらした 西洋文化との出会い 

 

ヴィクトリアンローズカフェ 
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当時を再現 

カフェの内部 

  

メニュー 

カフェではなくティーメニューだ ヴィクトリアンローズセット ２人前  

これを狙っていた 

  

紅茶は「英国ブレンド」を注文砂時計の砂がなくなったらポットウィーマーを外し、茶こしに入れる 
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ポットには茶葉が入っているため、これで濾す 

  

ティーソーサー ティーカップを載せると、枝と花が立体的に見えるように設計されている 

  

ＲＯＹ ＫＩＲＫＨＡＭ 

イギリスの陶器メーカー 楽天で１セット３７４０円 

ローズセットが出てきた 普通２人前だが、ここは１人前でも注文できる お皿は２段だがスコーン

は別に出てくるので３段と同じ 庭を見ながら優雅なティータイム 台湾高雄のアフタヌーンティは 
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スコーンとジャム 

  

スコーンは温かい これで一人前 

  

ミニケーキ、夕張メロンセリー、ベリーケーキ、クッキー 

玉子ハムサンド 

  
ベリーケーキは４層 

ポットから追加の紅茶を注ぐとき、つい茶こし忘れてしまう 恥ずかしいからそのまま飲みこみ、茶

葉が残らないようにする ジジイの見栄 
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ＥＭＰＩＴＹ ＤＩＳＨＥＳ 

紅茶の布製ポットウィーマーはここの置くように設計されていると勝手に判断 

いい時間を過ごせた 客は私ともう一組だけだった 

  

一人前１８００円は安いと思う 

さらに元町を散策 北方民族博物館で今まで知らなかったおもしろい情報を得た 

 

「北方民族資料館」と「セイコマート」 

2020-08-07 16:01:06  

函館市北方民族資料館 
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北辺の風土にねざした北方民族（アイヌ民族、ウイルタ民族、アリュート民族）は、 

伝統的な固有の文化を有している 

   

ドン・バチュラー像 

アイヌ民俗学の研究にかかわった人物 

館内のオブジェ 

  

案内 アイヌと一緒に生活した画家が書いたという絵 アイヌの生活が１２カ月描かれている 
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１月アイヌが食べ物や酒をもらって引き上げる絵 

鳥居が見える 

女性だけが入れ墨を入れていた 

アイヌの衣服の展示 

  

壺の展示 

 

刃物の展示 

アイヌは金属加工の技術はなかったため物々交換 

  

北方民族の歴史 
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旧石器文化～縄文文化～続縄文化～オホーツク文化～擦文文化～アイヌ文化～近現代 

マンツーマンでボランティアがついてくれ説明してくれた 

資料をいただいた 

 

二つの事実 

オホーツク文化 

６世紀から１３世紀にかけて、樺太、北海道オホーツク沿岸を中心に狩猟、漁撈、採取活動を生業

とする民族集団が居住していた 

 

① 北方民族、アイヌ文化は「弥生、古墳文化」はなかった 

弥生時代に渡来人によって稲作が伝えられたと教科書で教わったが、北に追いやられて北方民

族は縄文時代の生活そのままであった 芋やかぼちゃは栽培していたという 

 

②モンゴル帝国の樺太侵攻（北の元寇） 

鎌倉時代の「元寇」は北方でもあった １２６４年～１２８４年にかけて、アイヌもモンゴル帝国と戦

っている もし負けていれば北海道は元になっていた 

 

学芸員さんと１時間くらいお話しすることができた 

その中で、函館ドッグ近くの「高龍寺」へ行ってみたらと言われる 

函館戦争で戦った会津藩士に関したものがあるという 
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函館のＳＥＩＣＯＭＡＲＴ（セイコーマート） 

  

低価格惣菜とホットシェフが特徴 

 

社名    株式会社セコマ 

セコマグループは、北海道に拠点を置く 

コンビニエンスストアチェーン「セイコーマート」から変化を遂げて誕生しました 

時代と未来を見据え変化にチャレンジすることが、創業以来の企業姿勢です 

「北海道の「食」の価値を高め、北海道の発展に貢献するために」 

https://www.secoma.co.jp/index.html 

本社所在地    〒064-8620 札幌市中央区南 9条西 5丁目 421番地 

電話    011-511-2796（代表） 

代表者    代表取締役社長 赤尾 洋昭 

資本金    4億 2,805万円 

設立    1974年 6月 

創業    1971年 8月 セイコーマート 1号店が札幌市で開店 

事業内容    事業持株会社（グループ会社の管理業務・不動産賃貸事業等） 

店舗数    1,168店（北海道 1,076店、関東 92店［茨城 82店、埼玉 10店］） 

※2020年 7月末現在 

ここにあるおいしさを、お手ごろに 

函館市内に２０店舗 
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函館のセブンイレブン 

  

品揃えは東京とあまり変わらない 

地域商品の独自性は低いが総合力で勝負している 

買物をしたらポケモンのエコバッグをくれた 
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セブンイレブンも函館に２０店舗 

街道沿いに集中出店 

四つに組んで戦っている 

 
  

セイコーマートホットケースの商品 

  

インストア製造の丼、おにぎりはホットケースに陳列 

バックヤードを除くと、オーブン２台、回転式炒め機１台、フライヤー１台 

チルドパスタとおかず 

パスタ焼きそばは１１０円 

  

１１０円均一のおかず類 
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カット野菜も充実 

 

 

購入商品 １０品１５４３円 

１０品平均１５４円 かつ丼除く９品平均１３５円 

はたして安いだけなのか？ 

 

「ハーフカツ丼」 ３２５円 

インストアで製造され、ホットケースで販売 

価格はそれほど安くない 
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懐かしい濃いめの味付け 

とんかつの厚さもある 

 

「夏のコスパ たっぷり野菜サラダ」 １１０円 

スーパーでは１９８円相当の商品 

  

キャベツ、キュウリ、レタス、人参、コーン、和風醤油ドレッシング 

ドレッシングがついて１１０円破格値 

 

チルドサラダ、煮物、和え物 １１０円均一惣菜 

惣菜類のトップシール包装 

消費期限は購入日＋２～３日 

商品に合わせてトレーの大きさ、色を使い分けている 

全体的に薄味にできている 

 

「ひじき五目煮」 １１０円 
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れんこん、ひじき、ごぼう、油揚げ、人参、枝豆 

ひじき煮というよりレンコン煮 

この食材でこの価格 

  

「３種の野菜玉子焼」 １１０円 

鶏卵、ほうれん草、人参、玉ねぎ フワッと焼かれている 

「子和えこんにゃく」 １１０円 

こんにゃく、たらこ、油揚げ この辺の名物料理 

  

「ごぼうサラダ」 １１０円 

ごぼう、人参、ごま サラダというより胡麻和え 

「なすの揚げ浸し風」 １１０円 

なす、キャベツ、人参、だし汁 上にかかったダシもおいしい 
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「塩さば焼き」 １１８円 

頭と尻尾の２枚入り 

「焼きそば＆カレードーナツ」 １１８円  

「おおきなメンチドーナツ」 １３０円 

  

カレーパン＋焼きそば 

違和感はない 

大きくて重い 
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感想とまとめ 

１．他のコンビニ、スーパーマーケットで売れない低価格 

２．材料の品目、量をケチらない 

３．インストア惣菜はそれほど安くない 

４．ホット分＋１００円の付加価値か 

５．「圧倒的な安さ」だけでなく品質もよい 

６．チルド惣菜は「いいものを、より安く」を貫いている 

７．バッキャードは機械化されている 

＊結論は大量生産によるコストダウンが低価格を実現している 

 

 

函館朝市「茶夢」と「花まる寿司」 

2020-08-08 17:01:19  

函館は感染者が出ていない 

滞在を５日間延長した ホテルは前回と同じ割引価格にしてくれた（クーポンのくれた） 

ＪＡＬ特典航空券は帰り便を捨てるつもりで電話したら無料で延長ができた 

函館に疎開状態 

 

 函館朝市 

ＪＲ函館駅を出て左に進めばすぐ 

  

函館朝市発祥の地 

 

どんぶり横丁市場 

本来なら観光客でごった返すエリア 
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海鮮丼の店が多く連なる 

函館朝市 

  

生鮮食品や衣料品 

アジアの市場のようだ 

イカ釣り体験 

自分で釣ったイカが食べられる 

  

イカのサイズが小さい 
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フードコート 

  

客は少ない 

どんぶり横丁に戻る 

  

気になっていた店 

海鮮丼も有名だが、定食につく小皿が特徴 

  

仕込み中 

鮭ハラス定食を注文 
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何と「一汁十三菜」だ 

おかずがお盆からはみ出している 

これで１２００円くらいだったと記憶している 

ここはお勧め 

紅鮭のハラス焼き 

脂が乗っていておいしい 

  

ご飯の上に載せて いか刺しを追加注文しようと思ったが、お腹いっぱいでしなくて正解 

隣の寿司屋「鮮昇」 

私は時間がある時はにぎり寿司の方が好きだ 
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これが気になって仕方がない 後日また 

蟹専門店 

  

花咲ガニかな 

夕張メロン専門店 

  

くじら屋 

かにまん 

  

こんな無人の通りも 
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 根室 花まる 

企業理念 

「人間としての正しさを判断基準として経営し 

全従業員の物心両面の幸せを追求する 

併せて顧客の幸せの場として貢献する」 

駅前のビルの地下 

普段が行列ができる中級回転寿司 

 

本日のおすすめ 

珍しいネタは全部食べる予定 

  

本鮪赤身 

小さめのまぐろかな 

まぐろもサイズや個体差があるため味はいろいろ 
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本鮪中トロあぶり 

これはよく脂が乗っていておいしい 

  

天火塩の赤いか 

醤油をかけずそのままいただく 肉厚でおいしい 

時鮭（ときしらず） 夏鮭 

これは最高にうまい  産卵前のシロ鮭なので味が濃い 

  

以上がデカネタサービス 

鯛のあら汁 塩味、味付けがちょうどいい ごぼうもよく合う 

ホタテ貝柱 
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貝柱のカットの仕方が違う 

つぶ貝 

鮮度がよくコリコリ 

  

これは？ 

ほやの握り 

こんな大きなほやあることに驚く 

うまい 

あうらカレイ 

よく脂が乗っている 

  

うなぎ握り 

板さんがあまりに進めるので、これはおつき合いで 

お腹いっぱいだ 

 

夕張メロン 

締めは夕張メロン 

これも食べておかないと 
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お会計は３７９５円 

握り９品＋あら汁＋メロン 

回転寿司にしてはよく食べたほうだ 

これがあるから大丈夫 

函館市が発行したグルメクーポン 

１８００円は東京の回転寿司価格 

 

せっかく函館に来たのだから、まだいろいろなものを食べてみたい 

寿司だけでなく、国際都市であったことから洋食や中華も老舗が多い 

次回は五稜郭を紹介します 

 

 

五稜郭タワー 

2020-08-09 17:15:01  

函館を訪れた目的 

１．函館の食の研究（市場、スパーマーケット、レストラン） 

２．函館の歴史（ペリー来航～戊辰戦争終結） 

３．保科正之ルート（高遠～会津～斗南（陸奥）～函館） 

  

五稜郭公園 

函館駅からバスで「五稜郭公園入口」まで 
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幕府軍と新政府軍の２人の銅像 

この戦いは必要であったのか？ 

志は同じであったような気がする 

 

若き星 

 
五稜郭タワー入口 
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大砲の展示 

  

砲弾 

これは危険だ 

「３０ポンド短カノン砲」（模型） 

幕府がオランダに発注し軍艦「開陽」に、26門、後に９門追加された 

開陽は松前藩攻撃に際して、爆風により座礁、沈没 

 

国産の大砲 

「仏式四斤山砲」（模型） 

1866年フランス陸軍の野戦砲 

日本国内でコピーにより多数生産された 

「第二次長州征伐」「戊辰戦争」「西南戦争」などに使われた 
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新政府軍の大砲 

土方歳三 

  

1835年武州玉の豪農の家に生まれた 

新選組副長 戊辰戦争では旧幕府軍指揮官 

新選組長は「近藤勇」 京都見廻役は「松平容保（かたもり）」 

両者は身分の違いからあまり交流がなかったと言われている 

武田斐三郎（あやさぶろう） 

五稜郭の設計者 

伊予・大洲藩出身 五稜郭や弁天台場の建造など函館の防備強化に貢献 
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榎本武揚（たけあき） 

旧幕府脱走軍 総裁 

オランダに留学して交際砲・機械学を修める 

大政奉還後、旧幕府軍を率いて江戸を脱出、五稜郭を占領し「蝦夷共和国」を目指す 

  

土方歳三は人気があるが、榎本武揚はあまり人気がない 

 

五稜郭タワーからの景色 

 

 

 

函館奉行所 

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616296555-14800563352.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616296555-14800563089.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616296555-14800563606.html


  

海岸方面 

距離は約３ｋｍ 

ガラス張りの床 

  

展示物 

ガラスの反射で見にくい 

函館の歴史 

 

ジオラマを見ながら解説 
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開国から函館戦争終結まで 

  

１８５４年、日米和親条約締結 

翌年の開港を控え、軍艦ミシシッピー号の艦上でペリーと松前藩家老の対面 

 

  

函館は開港され、多くの外国船の船員が町の人達と交流 

 

  

蘭学者の武田斐三郎（あやさぶろう）が、ヨーロッパの「城郭都市」をモデルに五稜郭を考案 

設計図を奉行に説明 

＊日本では長野県佐久市の「龍岡城五稜郭」も有名 
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西欧の学問を教育・研究するための機関「函館諸術調所」には日本各地から若者が集まった 

 

  

１８５７年、五稜郭の建築工事が始まる 

着工から７年後に完成し移転 

  

旧幕府海軍の副総裁「榎本武揚」は蝦夷地の開拓を目的に五稜郭を目指す 

大政奉還で失業した旧幕府家臣、武士らを船に載せ江戸を脱走 
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旧幕府軍は新政府軍を打ち破り、五稜郭を占領した 

 

  

なぜここに「武田菱」が 

これも後日説明します 

脱走軍は松前藩に平和共存を提案するが、松前藩は戦う姿勢を見せた 

三上超順は奮戦するが抵抗むなしく脱走軍に攻め落とされる 
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旧幕府軍の軍艦「海陽」は、江差の港で座礁 

土方歳三は立ち尽くした 

 

  

脱走軍は、入札（選挙）によって「榎本武揚」を総歳とする仮政府を樹立 

 

  

１８６９年、新政府軍は大部隊を日本海側の乙部海岸に上陸させた 

三方向から五稜郭に向けて進軍 
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土方歳三率いる部隊は迎え撃ちできたが、残り２ルートから五稜郭に迫る 

 

  

５月１１日、新政府軍は五稜郭に総攻撃を開始 

土方歳三は函館奪回に向かいますが、銃弾を受けて戦死 

 

  

新政府軍の一隊が脱走軍の函館病院にも突入 

病院長であった高松凌雲は、赤十字精神の大切さを訴えた 

新政府軍の薩摩藩兵は患者たちを救うことを約束 

＊しかし、長州藩兵は徹底できず患者を殺戮 
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これはまた後で 

  

５月１７日、榎本らは、新政府軍の陣地「亀田八幡宮」に出頭し降伏 

翌日五稜郭を開け渡し、「函館戦争は終結」 

 

  

函館戦争終結後、五稜郭の堀の氷「五稜郭氷」が本州に送られ産業が育った 

１９５２年、国の「特別史跡」に指定された 

 

黒田清隆 

薩摩藩士 函館戦争では新政府の参謀として指揮をとる 

黒田は戦後「榎本武揚助命嘆願」のため剃髪（まるぼうず）した 

その後、第二次伊藤内閣 内閣総理大臣臨時兼任 

１９００年、脳出血のため他界 享年６１歳 

葬儀委員長は「榎本武揚」であった 

「義には、義で返す」 

まさに武士道の精神 
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「五稜郭誕生篇」「五稜郭激動篇」を買う 

五稜郭公園に向かう 

 

五稜郭 函館奉行所 

2020-08-10 16:58:04 

五稜郭タワーから五稜郭公園へ 

五稜郭「函館戦争慰霊塔」 

  

水路 堀の水量調節するもの 

一の橋 ここが入口 
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函館戦争と特別史跡五稜郭跡 

函館戦争は、薩摩、長州藩士と会津、庄内、仙台藩士の戦い 

一の橋から函館奉行所まで 

  

一の橋 

五稜郭公園の玄関 

右側に見えるのが「半月堡（独立した土塁）」 

半月堡の武者返し 

上部が飛び出ていることで石垣を登ることができない構造 

周りには水堀 

  

郭内の出入口を防御するためのもの 

当初は五カ所に配置する予定であった 

 

先端部分は南の海方面、江戸城を向いている 

海までは約３ｋｍ 

大砲を置いたのか先端部が高くなっているように見える 
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二の橋 

一番防御が固い場所 

両側から攻撃しやすくしている（十字攻撃） 

高い土手からも攻撃を受ける 

ここから攻めるのは危険だ 

  

石垣はそれほど高くない 

 

函館奉行所入口 

  

土塁、石垣の説明 
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高い石垣と堀 

  

この石垣にも武者返し 

この高さから下を攻撃できる 

  

正面はＴの字になっている 

防衛部分はここまで 

 

星形の先端部分 

堀側は斜めになっていて登ると上からの攻撃を受ける 

  

土手から二の橋が攻撃できる 
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上から奉行所が見える 

奉行所の周りには防衛する物はない 

  

設計者「武田斐三郎」の碑 

国交のないフランス船が、病人の治療と日本人の漂流者を渡すために来航 

幕府は人道的立場から入港を許可した 

そのお礼にフランスの星型城の情報も与えられた 

こんな花が咲いている 

  

松林 

先日テレビで、城内になぜ松の木を植えるのかの特集をやっていた 

城内には銀杏、樫、桜、梅、松などの木が植えられているものは食べられる 

松は皮を剥ぎ中の部分を薄く切り取って煮込めば食べられるらしい 

秋田の「松皮餅」が今でも残っている 

 

函館奉行所の説明 
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当時と同じものを再現 

見取り図 

  

井戸もある 

大広間 

  

廊下が２本ある（板と畳） 

寒さ対策のものかと思い係に聞いてみると 

身分の違いによるものらしい 
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奥の部屋 

  

表座敷 

表座敷 身分の高い者の部屋 

  

武器庫 

はばかり 

私の子供の頃のトイレと変わらない 

男性用には杉の葉を入れていた 

  

中庭 

ここは観賞用の中庭ではない 
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床が斜めになっていて、雨水が左の溝に流れるようにできている 

四方の屋根から水が集まる 

雨水を溜めるため施設 

展示品 

  

コンプラ瓶 

主に長崎で生産されていた 

当時の鉄砲 

  

エンフィールド弾丸 

大きく殺傷能力が高い 
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大きな甕 

  

式台の埋め甕（かめ） 

何に使われていたか分からない 

出口でスタッフにいろいろと話を聞く 

兵糧庫の一つはカフェになっている 

  

現存する建物 

ここも土蔵（兵糧庫） 

  

中に入れば、土蔵ではなく板張り 

 

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616383928-14800756320.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616383928-14800756414.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616383928-14800758260.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616383928-14801208408.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616383928-14800758378.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616383928-14800758556.html


これは？ 

  

明治新政府軍艦「朝陽」の竜骨の一部 

函館港内で旧幕府軍の軍艦により砲撃を受け沈没 

新政府軍戦艦「朝陽」の絵 

  

旧幕府脱走軍艦「蕃龍」の絵 

 

開戦の様子 

函館湾海戦で脱走軍軍艦「蕃龍」の放った砲弾が政府軍の「朝陽」の火薬庫に命中して大爆発を

起こした 

ちなみに、日露戦争で有名な「東郷平八郎」も函館海戦に参戦している 

なぜ「脱走軍」と呼ぶのか 

榎本は幕府に気を使ってか、自分たちを「脱走軍」と呼ぶようにしたという 
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大砲の種類 

ブラッケリー砲 イギリス製 射程距離１，０００ｍ 

  

クルップ砲 

ドイツ製 射程距離３，０００ｍ 海から五稜郭までの距離は約３、０００ｍ 

大砲が届いてしまう距離であった ドイツの大砲はスゴイ イギリス製の３倍の距離飛んだ 

函館には、一稜郭から五稜郭まで砲台があるという 

当初はレンタカーを借りて見ようかと思ったが、他のボランティアに聞くと、それほど行く価値はな

いといことでやめた 五稜郭を後にする 

近くのラッキーピエロの案内 
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「岸朝子」さんの写真も 

ラッキーピエロの経営理念 

「スタッフを大切にしましょう 

超お客様満足第一主義、 

お店はお客様が喜び満足するためにありスタッフと共に栄える」 

地域密着で地産地食を実践 

次はマックスバリーをレポートします 

  

 

函館「大門横丁」と「イオンマックスバリュ」 

2020-08-11 16:50:25 

テ  

お盆が近ずています 

東洋経済の記事が興味深い 

「感染症の恐怖からうまれた「言い伝え」とは」（２０２０年４月２０日配信） 

https://toyokeizai.net/articles/-/344666 

  

 

「感染症から生まれた言い伝え」 

人類は何万年と疫病と戦って生き残っています 

https://ameblo.jp/shirocasi/entry-12616465113.html
https://toyokeizai.net/articles/-/344666
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昔の葬式 

宗教的習慣は今回は触れません 

「お通夜」 人が亡くなると、ロウソクをともして亡くなった人に寄り沿い一晩過ごします 

それは、死臭から動物や虫が近づくため、それから守るためであった 

「初七日」 付添人や共にした人は死因が分からない場合は、外部との接触を（７日～１０日間）断

ちます 

「お葬式」 葬式の料理は喪家のかまどはつかいません 

近所の人が別の場所で料理をつくります（感染防止のため） 

「精進落とし」 親族が近所の人を労い接待します 

「墓堀」 昔は土葬であるため、若い男性が墓穴を掘ります 

墓を掘る人は精力、抵抗力を付けるため、米、味噌、大豆、魚、餅、団子などを食べた 

使われた道具や衣類は家に１週間ほど持ちかえらない（感染防止） 

「四十九日」 ７日×７週＝４９日 

４９日過ぎれば、「穢れ（けがれ）」が取れて、疫病の心配がなくなります 

喪家が団子を作り、寺や墓に持って行きます 

隣近所や親戚にも分けます 

人よりも始まります 

人類は疫病と付き合いそれを克服してきました 

政府、自治体などへの批判がありますが、各自自分を守る行動をとりたいものです 

「やまない雨はない」 

  

函館大門横丁 

 

昔の屋台街をイメージ 

店が狭いため密になってしまう 
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道の反対側 

 

目指したラーメン屋さんが休みだったので 

 

函館＝塩ラーメン 
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中華料理 

 

これが塩ラーメン 

スープが透き通っている 

 

たぶん鶏ガラスープが主なものだと思う 

塩ラーメンはうま味をだすのが難しいため、よく調味料が使われることが多い 
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マックスバリュ松原店 

大門横丁から歩いてすぐ 

 

商号  イオン北海道株式会社 

本社  札幌市白石区本通 21丁目南 1番 10号 

事業内容  総合小売業 

設立  1978年 4月 5日 

決算期  2月末日 

売上高/営業収益   イオン北海道 

売上高 1,857億円（2018年 3月～2019年 2月）    

 旧マックスバリュ北海道 営業収益 1,292億円（2018年 3月～2019年 2月） 

店舗数    166店舗（内訳：イオン 37店舗、イオンスーパーセンター3店舗、マックスバリュ 62店

舗、ザ・ビック 19店舗、フードセンター3店舗、 

いちまる 1店舗、まいばすけっと 40店舗、イオンバイク 1店舗）（2020年 4月末現在） 

従業員数    18,356名（うち、正社員 2,943名）（2020年 3月 1日現在） 

https://www.aeon-hokkaido.jp/corporation/profile/company/ 

より一部抜粋 

https://www.aeon-hokkaido.jp/corporation/profile/company/
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函館市内は７店舗 

 

マックバリュ若松店 

グーグル評価は４．０ 

「パン、お惣菜の種類が豊富」 

「食品が新鮮」 

「函館のお土産を沢山売っている」 

「品物は安くてよいです」 

「感じのいい店員さんが多い」 

駐車場の真ん中に横断歩道 

雪が多い北海道では歩道を確保することが必要だ 
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店内はよく客が入っている 

スッキリとして買いやすい売場 

 

生だこの売場 

 

青つぶ貝の売場 
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豚ねぎま串も売られている 

 

加工肉売場 

 

地元の「カール・レイモン」の商品 

いくつか買っておけばよかった 

カール・レーモンについてはまた後で紹介します 

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616465113-14801963906.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616465113-14801964057.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616465113-14802410673.html


 

購入商品 

夕食を食べてしまったので買物は少なめ 

 

ところてん りんご酢たれ付き ２個入 １１８円 

サッパリとした酸味 

 

揚げかまぼこ いかなんばん １袋 ４００円 

卵白などの混ぜ物が少ない昔ながらの揚げかまぼこ 

いかもたっぷり入っている 
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あんかけのたれ １袋 １８８円 

水で薄めるだけの中華あん 

 

機能性乳酸菌ドリンク 

最近そうした商品が多くなってきた 

 

「はこだて自慢 くりりんかぼちゃパイ」 １個 １５０円 

函館山真昆布いり 

函館市の老舗菓子メーカー「ヨシダ」 １９４２年創業 
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「杵つき大福」 １個 １００円 

つぶあん入り 北海道産 もち米、もち粉、うるち米、上新粉使用 

昔懐かしい味 

 

「月寒あんぱん」 １個 １４０円 

北海道産小麦 北海道産小豆使用 

しっかりとした食感 

 

合計 １４９１円 

キッチンがあればもう少し生鮮食品を買えたのだが 
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いい店でした 次回は青森県大間をレポートします 

 

函館～青森県大間 

2020-08-12 16:59:29 

函館フェリーターミナルから大間フェリーターミナル 

「オーマの休日」 大間フェリーターミナルに貼られていたもの ホンダのスーパーカブに頬の赤い

男女 おもしろい 大間に行く目的は、地元スーパーマーケットの視察、斗南博物館、寿司を食べ

ること 

  

函館フェリーターミナル 函館山 

  

https://ameblo.jp/shirocasi/entry-12617098240.html
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到着のフェリー 

 

タルタルチキン南蛮丼 ３９０円 

宮崎名物のチキン南蛮丼が売られている 

３９０円は安い 

  

大間行き ９時３０分発 １１時到着 １時間３０分の乗船 

帰りは１７時２５分大間発 ６時間ほど大間に滞在できる 

 

函館から下北半島の先端大間 

本州の最北端 

青函連絡船は函館から青森港 

  

大函丸 
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乗船 

車やバイクの客が多い 

  

一般席 

 

密を避けるためファーストクラスにした 

料金は８００円ほどプラスするだけ 

  

津軽海峡 

県境というか道境では 北海道限定販売品は県境で販売中止になる 

放送が流れれば一気に売れる 
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大間港に到着 

大間フェーリーターミナルを後にする 

  

歩いているのは私だけ 

殆どの人が車を利用 

こんな自然の花が 

  

まぐろ釣り漁船 

 

マエダストア大間店 

青森県大間町大間奥戸上町１０－１２ 
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商号: 株式会社 マ エ ダ 

「マエダは安全と健康と豊かな食生活を実現する小売業です！」 

設立 1977年 5月 

資本金 3,000万円 

社員数 1,332名(パートナー社員含む、8H換算） 

平均年齢 39.3歳 (正社員) 

店舗数 36店舗（2020年 3月 31日現在） 

事業内容 地域に密着したスーパーマーケットの経営 

年間売上高 331億 5百万円（2020年 3月実績/税抜き） 

本社所在地 〒035-0071 青森県むつ市小川町 2丁目 4番 8号 

売上高 33,105（百万円） 資本金３０、純資産７７０８、総資本 11,445 

自己資本比率 67.4％ 総資本回転率 3.0回 総資本経常利益率 12.8％ 

１店舗当たり平均９．２億円だが効率はいい 

https://www.i-maeda.co.jp/gaiyou.html より 

マエダの出店エリア 

  

マエダ大間店 

フェリーターミナルから歩いて１０分程の距離 

 

店内の風防室の両側は自動販売機 

風防室というか、雪防室が広い 

奥には客用のイスも置かれている 

https://www.i-maeda.co.jp/gaiyou.html
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店内の催事場 乾燥珍味の販売 

青果売場 

通路も広め 

  

さすが大間 刺身が充実 まぐろの色、鮮度もいい 

盆の予約チラシ 

「２パック１０，０００円」 今年は帰省客の減少が心配 

  

「おおもてなし御前」 
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オードブルから個人用に変わるであろう 

つつき箸や取り橋は感染が心配 

日本には「折詰め」の習慣がある 

  

「法界折」 

お供えや法事に使われる仏用折箱（精進料理が中心） 青森県はこんな習慣がある 

これも地方の食文化 余ったものは各自持ち帰る 

 

お盆用品 お供え 

プラスチックのフルーツも 

  

はまなす 

これもお供えか、初めて見た  

「知床の岬に、はまなすの咲くころ 思い出しておくれ 俺たちの事を」（加藤登紀子） 

 

購入商品 
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合計２８２２円 

移動距離が長いため主に乾物類を購入 

惣菜はイートインコーナーでいただく 

「いか耳ロール」 ３７８円 

いか耳の乾燥珍味 

  

「大間漬け」 １２８円 

つるあらめ昆布、昆布の醤油漬け 熱いご飯に載せるとおいしい 

「大間まぐろカレー」 ５９８円 

大間港に水揚げされたまぐろを使用 八戸市のメーカーのもの 
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青森のインスタントラーメン 

「しじみラーメン」 １５８円 「煮干しラーメン」 １５８円 「長尾 中華そば」 ２２８円 

 

北海道のインスタントラーメン 

「山頭火ラーメン」 １３８円 「北海道スープカレーラーメン」 １３８円 

  

「豆せんべい」 ９６円 

「いかせんべい」 １２８円 

  

「まぐろ中落ち巻」 ２００円 

 中巻鉄火が３貫 
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まぐろもシャリも美味しい 

大間の人はまぐろにうるさい 

大間で食べるまぐろは特においしい 

 

「やみつき！ とんから」 １６０円 

これはいったい何？ 

  

揚げた豚肉をタレで絡めている 

中身は豚の皮（顔、耳、皮か） 

カリカリに揚げてあり酒のつまみによく合う 

この辺の食文化か 

アジアでもよく売られている 

 

日や時間は多少前後しているが、盆シーズンであるため早めにアップした 

マエダを後にして「斗南資料館」「寿司屋」「大間岬」へ向かう 
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大間「斗南藩資料館」と「大間のマグロ」 

2020-08-13 16:58:23  

マエダの近くのまぐろ直売とお食事処「長宝丸」 「マグロ業界初！ イータマックスシステム使用 

－７０℃急速冷凍、生のままのおいしさを提供します」と書かれている 

  

寿司を食べようと寄ったが休日であった 

まぐろメニュー 

  

近くを歩いてみると「長宝水産」と書かれたドーム状の倉庫 

これが冷凍庫か 

道を歩くくと民家の前にベンツ 一本当てればベンツが買える 

  

https://ameblo.jp/shirocasi/entry-12617508374.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617508374-14803348564.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617508374-14803348659.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617508374-14803348869.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617508374-14803349053.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617508374-14803349139.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617508374-14803349201.html


こんな花を見ながら道を進む 

昔の建物がそのまま残っている 

土地はあるので建て替えることはない 

  

ここも 

小さな商店街が見えてくる 

  

「斗南（となみ）藩資料館」 

青森県大間町大字大間大間６４－１ 

１４０年間押し入れに眠っていた斗南藩の資料を展示 

松平容保の書などを展示 

なぜここ大間に資料館があるのか疑問に思っていた 

 

「斗南藩」とは 

斗南藩は、戊辰戦争に敗れ領地を没収された「会津藩」が、１８６９年（明治２年）に再興を許され

た藩（青森県むつ市） 

藩主容保は鳥取藩預かりの禁固刑 

容保の嫡男容大は家名存続を認められた（当時３歳） 

１８７１年、「廃藩置県」、わずか３年存続した藩 

むつ市に行こうと思ったが、八戸からも大間からもバスで行くしかない 
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十分見るには２泊しないといけない 

  

 

大間「斗南藩資料館」 

館長の「木村重忠氏（斗南会津会会長）」が説明してくれた 

廃藩置県後、青森県の職員であった曽祖父がむつから大間に転勤になった時に会津藩の遺品を

持ってきたという 

役職は「授産」で、旧藩士とその家族の窮乏を救うため職業をあっせんするハローワークのような

役であったという 

  

戊辰戦争から大東亜戦争までの絵 

右上になぜ「オバマ前大統領」が、 

 

「斗南日新館」 

訪問者の名刺が貼られている 

私も１枚置いてくる 
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二階が資料館 

斗南藩に関する資料が展示されている 

写真撮影は禁止だが、説明を受けながら全部写真を撮らせていただいた 

  

最後におもしろい話をしてくれた 

「佐々木泰温」について 

近江屋事件で「坂本龍馬」を暗殺したと言われている 

京都見回り組会津藩士「佐々木只三郎」の兄 

木村さんの曽祖父の前に、大間における授産の役は「佐々木泰温」に決まっていたらしい 

急遽、それが取り消され、降格になったと木村氏は言う 

弟の事が原因であるとは限らないが 

  

城取氏のルーツを探して 

保科正之が移付した山形、会津には城取の姓を発見できた 

「城取新九郎」 無類の強さを誇った朱雀寄合三番隊の隊長 

「城取やい」 新九郎の妹 戊辰（１８６８年）９月１３日 城内で戦死（被弾） 
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左にあるお墓に住所に行ってみたが 

城取やい、城取新九郎の文字は発見できず 

 

墓石には「九曜」 これは保科家の家紋だ 

  

斗南藩の名簿をサッと見てみたが、城取は発見できず また見つかったら連絡をくれるとのこと 

近くの「笹寿司」さんへ 
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入口 

「東京からのお客様はお断り」の張り紙 

長野県からといい入店 

  

店内の様子 

メニュー 

極上寿司３４００円１０貫を注文 

  

青森の酒「田酒」をハーフで 

寿司が出てきた 

  

左から鯛、本鮪中トロ、数の子、本鮪赤身 
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中トロは筋が口に当たらないよう包丁を入れてある心遣い 

生の大間産本マグロ、赤身を堪能 

味が濃い 

左から、うに、いくら、ボタン海老、蟹、ほたて、サーモン 

大間で寿司を堪能 

  

タクシー会社が近くにあるので、タクシーで「大間崎」へ 

  

オブジェ 

マグロモニュメント 

  

元気の出るオブジェ 
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灯台 

  

本州最北端の碑 

石川啄木の句碑 

  

「豊国丸戦死者忠霊碑」 

港に戻る 

  

ここにもローズヒップ 

 

熟したものを食べてみる 

サボテンの実のような味 
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「オーマの休日」を楽しんだ 

こんなバイクタクシーがあればいいな 

大間フェリーターミナルのマグロ 

  

函館行きのフェリー 

盆期間中は一便増便になっている 

離岸 

  

チケット 
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吉田拓郎「落陽」 

https://www.youtube.com/watch?v=YwPtQsmye0M 

つま恋２００６年のものが好きだ 

「また振り出しに 戻るたびに陽が沈んでゆく」 

 

大間で「坂本龍馬」の名前が出た 函館に「北海道坂本龍馬記念館」 

なぜ？ 

次回は、北方民族資料館のボランティアが言った 「会津藩士を調べているなら「高龍寺」へ行っ

てみたら」 という言葉を思い出し行ってみる 

 

函館ドッグ方面観光 

2020-08-14 17:03:59  

ロコガイド（トクバイ）が新しく立ち上げたサイト 

元食品商業編集長が「リテールガイド」の編集長で小売業の情報を発信 

ＷＥＢセミナーも積極的に行っている 

覗いてみてはいかがでしょうか 

https://tokubai.co.jp/retailguide/ ; 

 

テレビ番組から  
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外食の売上前年比  

レストラン５０．８％、居酒屋５７．８％、定食店６７．２％、ファミレス７９．９％、ラーメン店８５．２％、

弁当惣菜店９２．８％ 

好調組は、ファストフード１０３．４％、どんぶり店１０４．１％ 

弁当惣菜店が採算ギリギリ、イートインとテイクアウト平行組が好調 

＊弁当惣菜店はギリギリ採算に乗っているが他は厳しい 

  

外食以外の業種の前年比 

旅行代理業１．４％、交通機関４０．９％、レジャー、エンターテイメント７０．３％、百貨店８２．１％、

コンビニ９０％、アパレル９３．１％ 好調組は、薬局１０６．４％、家電量販店１０８．１％、ネット通

販１１４．２％、スーパーマーケット１１４．８％、自転車販売１４５％、金融サービス１４６．５％、手

芸用品店１７１．１％ ＊弁当惣菜店は百貨店の不振から、旅行代行業は前年比１．４％と大打撃 

コンビニはテレワークから都市部の需要が減った 金融サービス１４６．５％が不気味だ 

テレビ局、サンプル数、期間（たぶん７月）は聞き漏らしてしまったが、傾向ということで理解してほ

しい 

国や地方自治体の援助もそうは続かない 好調な業態は何か援助ができないか 

「独り占め」では「三方よし」にならない 

 

 

 函館の歴史 

市電の終点「函館どつく駅」 

行き先版は小文字が使えず「どつく」になっている 

  

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14803970686.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14803972169.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14800922059.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14800924408.html


周辺地図 

 

「新選組最後の地」 

追い詰められた新選組はここで最期を迎えた 

武士でない新選組の大義は何であったのか 

土方歳三は別の場所で亡くなっている 

  

武田斐三郎がつくった「弁天台場」 

今は草むらになっていて何もない 

ここまでが海であり、埋め立てをしてつくられた 

 

当時の写真（左側） 

大砲が設置されたこの台場は１８６４年に完成 

１８９６年、港の改良工事の為取り壊された 

  

道にはこんなグミが 

 

ペリー会見跡へ 

グーグルで歩いて行くと民家の前 

ここ？ 
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ペリー会見所跡 

こうしたことはよくある 

当時の写真が展示されている 

旧ロシア領事館へ向かう 

  

ロシア領事館跡 

中は立ち入り禁止 

かつては子供の宿泊施設などに使われていたという 

 

玄関の屋根は日本式 

  

景観形式指定建築物塔之証 函館市 

 

１８６０年に領事館は函館ハリストス正教会の敷地内に建設されていた 
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火災によって消失 

１９０８年 移転後は現在の建物に 

ちなみに日露戦争は１９０４年～１９０５年であった 

ここから日本の造船所や戦艦を監視していたかもしれない 

  

津軽海峡フェーリー 

日本の軍艦 

  

こんな坂を下る 

称名寺 

  

函館開港当時は、イギリスとフランスの領事館としても利用された 
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土方・河野供養碑 

  

小さすぎて分からず聞きに行く 

椿の実 

  

実行寺 

１８５４年、ペリー来航時には実行寺にスタジオが設けられた 

フランス軍艦シビル号が入港し、多数の疾病水兵の療養所になった １８６９年、ロシア領事館とし

て利用された １８６９年、函館戦争終結後、旧幕府脱走軍戦死者の遺体が市中に放置されてい

た それらの遺体を寺に葬った 

  

目的の高龍寺に向かう 
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門前の花屋が３件も連なっている 

信仰の厚い地域だ 

  

大きな「うだつ？」が見えてくる 

防火壁だ 

高龍寺正門 

  

ここに来るのが目的であった 

 

１６３３年に建設された函館最古のお寺 

１９００年建築の本堂は国登録有形文化財 

  

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14801762829.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14803996554.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14801765295.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14801763148.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14801762979.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14801763348.html


「今すること 今しないこと すべてが今を守ること（国華山） 」 

自分なりによく考えてみる 

供養塔 

ここからが会津ルート 

  

「傷心惨目の碑」 

 

１８６９年５月１１日、函館戦争最大の激戦が函館市街地で行われた 

当時高龍寺は函館病院の分室であった 

そこへ新政府軍（主に長州藩士）の先鋒隊が乱入し、傷病兵らを殺傷して寺に放火した 

「会津遊撃隊」が多数犠牲者となった 

１８７９年、高龍寺は移転し、１８８０年、旧会津藩有志がこの碑を建て供養した 

  

献樹 福島県知事によるもの 

会津地方に広く自生する樹木 

 

裏に回ると松も見える 
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「会津藩祖御神杉」「碑前祭記念植樹」 

記念植樹の松 

裏に回ると 

「土津神社（はにつじんじゃ）」の文字が見える 

  

土津神社は、猪苗代に「保科正之公」を祀った神社（２０１８年７月訪問） 

  

保科正之は、信濃国高遠藩主、出羽国山形藩主、陸奥国会津藩初代藩主 

徳川家康の孫にあたる人物 

 

もう一人忘れてはならない人物 
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「中島三郎介（なまじまさぶろうのすけ）」 元浦賀奉行与力 

ペリーが浦賀に来航した際、アメリカとの応対にあたった人物 

函館戦争では「千代ヶ岱（ちよがだい）台場」を守備 

新政府軍の降伏勧告を拒否し、二人の子供と共に戦死 

浦賀ペリー記念館（２０１９年６月訪問） 

  

さらに外人墓地に向かう 

桔梗の花 

  

外国人墓地 

ペリー来航の碑 

中に入れないので柵の外から 

  

プロテスタント墓地 

 

その他に、ロシア人墓地、中国人墓地、日本人クリスチャン墓地も 

高台にある古い建物は？ 

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14803959704.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14801767828.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14801766042.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14801766320.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12616469422-14801766476.html


  

「函館検疫所跡」 

ティーショップ「夕日」になっている 

超人気な店で、いつもなら行列ができているティーショップだが 

  

一番いい席を確保 

正面のこの席は人気でなかなか確保できない 

晴れた日は夕日が沈む景色が見えるらしい 

栗ぜんざいセットを注文 

  

栗ぜんざい、つけもの、アイス日本茶 

餅は焼きたて 

これが香ばしくてうまい 

  

ラベンダー 
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函館どつく駅に戻る 

近藤勇、土方歳三の残党兵「新選組最後の地」 

松平容保（かたもり）の残党兵「会津藩士最後の地」 

を訪問することができた 

次回は函館山をレポートします 

ブログはまだ１０回ほど続きます 

 

 

函館山と第二砲台跡 

2020-08-15 17:04:13  

今日は「終戦記念日」です 

大東亜戦争の戦没者は３１０万人 

軍人、軍属戦没者は２３０万人 

外地の一般邦人３０万人、内地の戦災死者５０万人 

戦没者の６０％ １４０万人は餓死であったという 

１２時に黙祷 

戦没者のおかげで日本は７５年平和が続いた 

これからも平和の時代が続きますように 

  

函館山にロープウェーで登る 

函館山ロープウェイ １９５８年（昭和３３年）ロープウェイ架設工事を着工 

今は１２５人乗りの大型ゴンドラが導入されている 

山頂付近に雲がかかっているが登ってみる 

チケット売場では山頂の様子を画像を見せて教えてくれる 

  

函館の街 

 

教会群 
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だんだん雲がかかってくる 

山頂付近はもう町が見えない 

  

山頂に到着 

何も見えない 

  

函館山の説明 

 

頂上はこんな状態 

昼間に函館山を訪れる人は少ない 

函館駅からのバスはロープウェイまではあるが、夕方しか運行していない 
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津軽要塞と函館山の植物 

１８９７年函館山で要塞工事が始まり、２年後に完成した 

１９２７年に「津軽要塞」と改称 １９４６年まで一般市民は立ち入り禁止 

写真も写生も許されなかった 

約半世紀人が立ち入らなかったため、動植物がそのまま残されている 

 

曇っているので砲台に行ってみようと思う 

砲台巡りをしたくても詳しい地図はない 

仕方なく近くの人に聞く 

ロープウェイ降り口を左に出て「つつじ山駐車場」へ 

  

日が出ていないため気温は低い 

 

つつじ山駐車場方面へ 
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この道を右に曲がる 

砲台までの標識は一切ない 

  

カタツムリ 

赤い実 

  

駐車場に到着 

ここでも人に聞かないと分からない 

「トイレの右を通り階段を登れ」と言われる 

しかし、道は通行止め 
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人は通れるようだ 

聞かないと分からない 

  

御殿山第２砲台跡の案内版を見つける 

急な階段を登る 

  

ハイキングコースだ 

気持ちがいい 

こんな花も 

  

さらに進む 
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いきなり人工物が見えてくる 

  

御殿山第２砲台見取り図 

大砲２門×３＝６門あった 

 

函館要塞について 

１８９５年の「日清戦争」終結後に、日露戦争を想定し、津軽海峡の防衛強化を目的に 

約４年間を費やして函館山に大小４カ所の砲台が建設された 

日露戦争開戦後、津軽海峡でロシア艦隊は日本の船舶に損害を与えたが、射程外であったた

め、砲台からは一発も砲撃できなかった 

（もし発射していたら射程距離が分かってしまうからか） 

その後、戦闘機を相手とした実践には役に立たなかった 

４７年間一般市民の立ち入りは禁止された 

  

２８糎（ｃｍ）榴弾砲 

日露戦争の旅順攻略戦では攻城砲（城郭、要塞 砲台を攻撃する大口径の大砲）として投入し活

躍した大砲 

 

右側に砲具、弾薬庫、士官詰所跡 

立入禁止になっている 
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弾薬庫 

両側に階段がついている 

  

この奥が砲弾庫 

壁に穴が開いている 

  

中を覗いてみると 

これは連絡用の穴 
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反対側に相手がいれば話ができる 

砲弾の後 

  

たぶんアメリカ軍による空襲によるものだろう 

階段を登ると 

  

観測所跡 

 

ここも何も見えない 

ここまで誰にも会っていない 
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ナンテンのような実 

葉が白い植物 

  

ハイキングの人たち 

 

後日夜景を見るため、函館駅６時発のバスで山頂へ 

  

今日は晴れている 

 

だんだん暗くなる 
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ロープウェーを降りた左側が引く敵すいている 

 

函館の夜景 

  

前に来た時にも見ているが 

これを見ておかないと 

案内 

 

ギフトショップ 
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函館山ハート伝説チョコレート 

花畑牧場 

  

カップに入ったチョコレート 

チョコレートのスナッキングだ 

レトルトカレー 

  

五島軒のビーフカレー 

 

ソース類 
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北海道わさびソース 

サラダ、ステーキ、やっこ、山かけなどに使える万能ソース 

これを１本買う 

早めに函館駅に戻り、朝市近くの食堂へ 

  

昔の食堂だ 

ほっけ定食 １１００円くらいだった覚えている 

「一汁五菜」が基本 

ご飯、味噌汁に、マグロの山かけ、冷奴、きゅうりの漬物、茄子の漬物、焼ホッケ 

  

次回は元町のハム、ソーセージ専門店「カール・レイモン」をレポートします 
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「カトリック元町教会」と「カール・レイモン」 

2020-08-16 17:06:2  

カトリック元町教会 

前回は外から見ただけだけだが中が気になる 

火災の後、ローマ法王「ベネディクト１５世」から贈られた 

中央祭壇や副祭壇、貴重な「祭壇（壁像）」や「14景の十字架の道行き」があるといことで再び訪

れる 

 

中に入ってもどれだか分からないため 

隣の建物のベルを押して聞く 

男性が出てきて、正面と両側のものと教えてくれた 

「国宝級のものですよ」と付け加えた 

確かに日本では見たことのないような歴史ある教会だ 
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入口の大聖堂の説明 

中は撮影禁止 

 

正面の祭壇がバチカンから贈られたもの 

 

すばらしい教会だ 
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バチカン サンピエトロ大聖堂（2013年 5月訪問） 

クーポラから見た景色 

 

内部の歴代教皇のリスト 
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その中に 

「ＢＥＮＥＤＩＣＴＶＳ ＸＶ（15） １９２２」の文字 

確かに、1922年～1938年までローマ教皇であった 

時代は第一次世界大戦が終了し、第二次世界大戦前 
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教会を後にする 

気になっていたカフェ 

 

「くじら汁」が気になる 

 

古民家のカフェだ 

 

窓側の席を確保 

くじら汁とおにぎり 
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シンプルだがおいしそうだ 

温かいくじら汁と冷たいものがあるという 

温かい方を注文 

 

野菜がたっぷり 

大根、人参、フキ、細竹の子、くじらの脂身 

 

これがくじら 

薄味で野菜のうま味がよく出ている 

聞いてみると若干かつおだしを入れているようだ 
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おにぎりはフワッと握られている 

おにぎりの米は粘りがあり過ぎずパラっとしておにぎり向きだ 

北海道の米は「ななつぼし」「ゆめぴりか」が占める 

中は昆布佃煮 

 

函館公園に向けて歩く 

 

ハートの石 

これも抑えておかないと 
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旧相馬家住宅 

右が洋式、左が和式の建物 

閉館中であった 

 

今は使われていないが中国風の建物 

函館は国際都市だった 

 

カール・レイモン歴史博物館と直売所 

北海道の酪農に貢献した人物 
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カール・レイモンの歴史 

1894年、ハンガリー帝国ボヘミア地方（現チェコ）に生まれる 

1914年～1919年、ヨーロッパ、アメリカで食肉加工技術、経営学を学ぶ 

1922年、日本人の勝田コウと函館で知り合い、駆け落ちの末、ドイツでハム、ソーセージ店を開く 

後に結婚 

1925年、函館に戻り、ハム店を開店 北海道に畜産プランを提案 

1933年、長女フランチェスカ誕生（現在ドイツ在住）、満州の畜産指導、松岡洋右より「禮門」の名

前を付けられる 

1938年、大野工場を強制買収される 元町に移る 

1974年～1986年、西ドイツ功労勲章、サントリー文化財団章、勲五等双光旭日章受章 

1987年、逝去（93歳） 

1992年、レイモン工場跡に「カールレイモン記念館」完成 

  

パンフレット 
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店内 

  

2階の展示場 

レイモンがつくるハム、ソーセージ 

  

パンフレットには書かれていないが、今は日本ハムの傘下になっている 

社長の「三顧の礼」に答えて日本ハムにノウハウを教えた 

 

その後日本ハムは「シャウエッセン」を販売し大ヒットさせた 

レイモンはそのシャウエッセンの見本を口にしなかったという（本レイモンさんより） 

  

ハムをつくる道具 
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ミンチの機械 

  

1階に降りる 1階の直売所 

店にいる間、ギフト商品を送る客もちらほら訪れる 

帰省できない分「ふるさとギフト」が人気だ 

  

店内でソーセージやホットドッグを食べることができる 

ソーセージ 4種類を注文 

  

ホットケースのジャーマンポテトも 
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奥がボイル鍋、手前がグリラー 

鍋は加熱器具を入れて温度管理を行っている 

キレイで衛生的なキッチンだ 

  

コーラと共に 

手前から「チューリンガー」「大沼ビールスタウトソーセージ」「レモン＆パセリロング」「アラビキロン

グ」 

  

細い 2本は日本人でも食べやすい 

右の 2本は個性的な味 

ジャーマンポテトはベーコン、ソーセージ、皮付きポテト 

塩とハーブ、コショーだけで余分なものは使っていなくておいしい 

先程おにぎりを食べたばかりなのに、ペロッといただく 

肉は別腹 

 

本が売られている 
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「レイモンさん」 

植松三十里著 集英社文庫 これは読み終わった 

  

 

同じ著者の「会津の儀」 幕末の藩主松平容保をネットで取り寄せる 

この本はまだ読み終えていない 

植松さんの本は危険 

なぜなら、おもしろいのでついつい読み過ぎて寝不足になってしまうからだ 

そこの景色が目に浮かぶような描写が最高にうまい 

  

隣の「カムイ イコロ」 函館アイヌ教会 
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「土方歳三最後の地碑」と「スーパーアークス」 

2020-08-18 17:03:00  

すでに函館から信州に移動していますがブログを続けます 

函館に１０日間（感染者ゼロ）、その後東京を経由して翌日信州に移動 

旧盆の時期で東京からの移動について地方は神経質になっていた 

１週間以上経過しているが身体の異常はない 

今後も信州を起点に仕事を続けたいと思っている 庭の「百日紅（さるすべり）」 

  

「むくげ」 夏の茶花 

 

函館駅から「土方歳三最後の地碑」に歩いて向かう 

  

名前は分からないが胞子が風に舞っている 

中国のどこの都市かは忘れたが町じゅうに胞子が飛んで雪のような景色であった事を思い出す 
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左側に「土方歳三最後の地碑」の看板 

小さな公園になっている 

  

観光案内 

土方歳三 

  

池もある 

８月の北海道はアジサイの時期 

奥に進めば石塔と門らしきものが 

  

新選組副長として京都の街を勇名をはせた土方歳三 

仙台で旧幕府海軍副総裁「榎本武揚」の艦隊と合流 

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617863217-14804136525.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617863217-14804137147.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617863217-14804137288.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617863217-14804137557.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617863217-14804137654.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617863217-14804137905.html


函館を占拠して新政府陸軍奉行並みの要職につく 

新政府軍の総攻撃を受けて、榎本軍は撤退したが、土方は二股口（現北斗市）を死守 

新政府軍に落ちた函館奪回を目指し、５０名の兵を率いて「一本木（現・若松町）」の関門をでて函

館市内に向かったが、銃弾に当たり倒れた 

波瀾に満ちた生涯を閉じた 

時に３５歳であった 

＊土方歳三、坂本龍馬、松平容保は、ほぼ同じ年であった 

これが石碑 

お墓ではない 

  

一本木関門 

ここにもローズヒップ 

  

土方歳三最後の地碑を後にして直進 

 

大きな交差点を右に曲がれば「アークス」 
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アークスは函館に 9店舗 

「豊かな大地に輝く架け橋」 

と書かれている 

  

アークスグループ 

（株）アークス、（株）ラルズ、（株）ユニバース、（株）ベルジョイス、（株）福原、（株）道南ラルズ、

（株）道南ラルズ、（株）道東アークス、（株）伊藤チェーン、（株）エルディ 

  

株式会社ラルズ 営業活動 

「お客様が必要としている商品を、お客様の期待をはるかに超えた価格と品質、そしてサービスで

確実に提供し続ける」 

売上高 １，２８６億円 

従業員数 6,790名 正社員数 964名（2019年 2月期） 

 

アークス大縄店 
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函館市大縄町１１－３１ 

営業時間 9時～21時 50分 

8月 8日訪問 

  

盆花の展開 

くだもの盛合せ 

  

天然生本まぐろ 

なかなかスーパーマーケットでは品揃えされていない これは買うべきであった 

購入商品 キッチンがあればまだ買いたかったが 

  

合計 3183円 
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刺身こんにゃく 105円 

全国見れば、こんにゃくは、黒、白、赤（滋賀）、黄、緑とカラフルになってきた 

  

三升漬 205円 大根、瓜、唐辛子の麹漬け 

お茶漬けによく合う 

串おでん 295円 

串にさすおでんも減ってきた 

  

五島軒 おかき 各３５０円 サクサクとしたおかき 

ブラックサンダー ミニバー 295円 

個包装のチョコバー 
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「焼まん」「パイまん」 各 130円 

国産野菜飲料 125円 

    

かつ丼 398円 大小あるがこれで小サイズ できはいい 

3種の惣菜盛合せ 298円 

惣菜盛合せは助かる 薄味で食べやすい 

  

しっとりのり天 202円 

海苔に衣をつけて揚げたもの もう少し新しい油で揚げて欲しかった 

イートインコーナーでいただく 

海苔天は持ち帰る グーグルコメントによれば、この店の惣菜の評判はすこぶるいい 
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店の感想 

「スーパーマーケットの王道を行く店」 

大型店であるため「品揃えがいい」「買いやすい」「鮮度がいい」「サービスがいい」 

・レイアウトは青果売場の平台の他に、第 3 コーナーから第 4 コーナーにかけて惣菜、日配の平

台を設置 

・くだもの売場はくだもの盛合せを箱入り、トレー入りなど 2か所で展開 

・鮮魚売場は、鮭、たこ、青つぶ貝、毛ガニ、生まぐろ、握り寿司などに注力 

・精肉売場は、焼肉セット、ステーキ、ホルモン、ジンギスカンに注力 

・惣菜売場は、第 3 コーナーマグネットで壁面と平台で展開 

寿司、弁当、丼などに注力 

・インストアベーカリーでは弁当も販売している 

・日配売場では、地元商品の品揃えが豊富 「ヨシダのお菓子」も縦割陳列 

リーチインの冷凍食品はガラス部分に「広告の品」のＰＯＰも 

・ドライ食品は函館という観光地であることから「函館みやげ」「道南銘菓」「天狗堂宝船」などを縦

割り  

その他「輸入品」「からだ想いのおやつコーナー」など大型店ならではの品揃え 

ただ課題は「安さ」かな 

グーグル評価は３．８ クチコミでもあまり安いというコメントが少ない 

次回は、また元町の「北海道坂本龍馬記念館」と「五島軒」をレポートします 

 

 

 

「北海道坂本龍馬記念館」と「レストラン五島軒」 

2020-08-19 17:01:05  

「北海道坂本龍馬記念館」 

市電十字街駅を降りるたびに気になっていた建物 

「なぜ 函館に坂本龍馬？」 

どこを調べても坂本龍馬が北海道に渡ったという事実はない 

たぶん 「リョーマの休日」程度のノリの記念館だと思っていた 

一度は入ったが出てきてしまった 

それでも気になり２回目に中を見せていただいた 

https://ameblo.jp/shirocasi/entry-12617856197.html


  

「北海道坂本龍馬資料館」 

坂本龍馬は、蝦夷開拓の意志を持ち行動していましたが果たせず、生涯を閉じてしまいました 

しかし、その意思を継で「坂本直寛」が一族を連れて北海道に渡り、北海道開拓に大きな足跡を

残しました 

そこで、北海道に記念館を建立し、坂本龍馬の大きな意志の足跡を、道内はもとより日本中の皆

様に知っていただくことができたら、大変意義のあることと思っています 

 

道の反対側には大きな龍馬の像 

  

「坂本龍馬生誕の地」よりも立派だ 

 

龍馬が１８６７年、長州藩支藩に送った手紙 

使命 

「小弟ハエゾ（蝦夷）に渡らんとせし頃より、 

新国を開き候ハ積年の思ひ一世の思ひ出に候間、 

何卒一人でなりともやり付申べくと存居申」 

一人でも北海道に渡るという強い意志 
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パンフレット 

  

はりまや橋か 

  

ここにも銅像 館内は撮影禁止 龍馬に関する資料、手紙、刀などが展示されている 

  

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617856197-14804122706.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617856197-14804122044.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617856197-14804122182.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617856197-14804122890.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617856197-14804127215.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617856197-14804123142.html


土産物 

ここにいて説明をしている人物は、聞かなかったがたぶん 郷土坂本家九代当主・記念館名誉顧

問の「坂本 登」ではなかったと後から思う ビデオを見ながら１時間ほど説明してくれた 館長は

「龍馬が生きていたら、戊辰戦争はなかったかもしれない」という 私も同感 

  

「坂本龍馬 志は北にあり」 吉川之範著 北海道新聞 

時間が無くてまだ読み終わっていない 

  

まえがき ９歳の坂本龍馬が姉の乙女（おとめ）にあてた思い出の手紙 

「日本を今一度せんたく（洗濯）いたし申候」 

「神願」をいただいた 期間限定であるという 
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ビデオは筆者の好川氏 

 

 

「龍馬暗殺の刺客は函館・五稜郭にいた」 

「近江屋事件」 

１８６７年、坂本龍馬と中岡慎太郎、山田藤吉の３人が近江屋井口新助邸において殺害された事

件 

実行犯については諸説あるが、江戸幕府の組織である「京都見廻組」によるものという説が有力 

「佐々木只三郎」「今井信郎」が主犯格 

佐々木只三郎は「鳥羽伏見の戦い」で銃弾をあび後に死亡 

「今井信郎」は仙台まで逃げ延び幕府の軍艦で函館に渡る 

同じく新選組長「近藤勇」を失った副長「土方歳三」と共に函館戦争を戦った 

今井はそこでも生き延び後日 

「龍馬を殺したのは実は私です」と自供している（一人では無理であろうが） 

「なぜ龍馬を殺したか」 

「土佐は恐るに足らぬが、一人坂本龍馬が恐ろしかりき」 

  

今井信郎 

この写真は見たことがある人も多いと思う 
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この絵どこかで見たことがありませんか？ 

  

そうですお菓子の「六花亭」の包装紙と袋のデザインです 

 

坂本直行さんのデザインです 

https://matome.naver.jp/odai/2137015490833994301 より 
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坂本龍馬との関係 

 

「日本ハムファイターズの 「ＯＮＥ－１」もそうです 

坂本龍馬記念館を後にする 
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函館「五島軒」 

創業１８７９年 明治、大正、昭和、平成、そして令和へ 

創業者の「若山惣太郎」と、旧幕府軍として函館戦争を戦った初代料理長「五島英吉」が明治２年

に創業 １４１年にわたりロシア料理やフランス料理、カレー、洋菓子を提供 

 

五島軒「雪河亭」 看板はあるが入口は左側 絶対に来たかったレストラン 

  

営業時間 オルガン 
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レストラン内部 

早めに入ったためまだ客は少ない 

函館山が見える席 

普段であればなかなか確保できない席 

  

五島軒 歴史散歩 

新島襄海外脱出渡航碑と新島襄碑 

同志社大学創立者 妻は会津出身の新島八重 

 

新島八重（会津若松鶴ヶ城展示） 

幕末のジャンヌダルク 

鶴ヶ城（会津若松城）の籠城戦では、男装して銃を構え戦った 

京都で英語や洋風生活を見につけ、同志社大学を創設吸える新島襄と知り合い結婚する 
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ロシア料理セット ３３００円を注文 

  

ハイボールを注文しようと思ったが 

いやここはウォッカでしょう 五島軒の場所にグラスを置く 

  

スープは「ボルシチ」 
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野菜も牛肉もたっぷり 

上にサワークリームがかかっている さすがに伝統の味を感じる 

  

左はロシアのパン 

 

「ビーフストロガノフ」と「ビーツサラダ」 
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ビーフシチューのようなビーフストロガノフ 

野菜は後からトッピング 

 

いろいろな部位を煮込んであるため、歯ごたえや味が楽しめる 

ウェーターに「おいしい」と伝えると 

「次回はビーフシチューも試してください」と答えてくれた 

カレーも有名だがそれはレトルトで 

煮込み料理は絶品だと思う 

  

ビーツサラダ 

ビーツに全然クセがない（好みは人それぞれ） 

普通ビーツは土の香りがするがそれがなく食べやすい 

聞いてみると「アメリカ産」だという 

こんなことを聞く客は？ 

とコックがチラッと顔を出した 

ご無礼！ 
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EMPITY DISHES 

おいしくいただきました 

上のスプーンは特別なもの 

お皿のデザインもいい 

  

ロシアンティとロシアンケーキ 

ロシアンティのジャム 

ロシアではジャムを紅茶に入れると冷えるため、入れないようだ 

ポーランドやウクライナでは入れるらしい 

ロシアのケーキ 

しっかりとした歯ごたえ 

  

壁の絵 

戦後はアメリカ軍がここ五島軒の建物に進駐したらしい 

 

  

ロシア ハバロフスクのホテルのレストランの「ボルシチ」 

小さなパンとサワークリームがついてくる 

野菜は少な目 
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牛肉の内臓のようなものが入っている 

ビーフストロガノフ 

周りにマッシュポテトを絞ってある 

クリームが多め 

これもうまかった 

  

小さなピクルスがアクセントになっている 

 

チョコムースケーキとコーヒー 

  

五島軒を出ると外は夕焼け 
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おいしいロシア料理をいただいた 次回は、松前をレポートします 歴史物のブログは時間がかか

る 

 

 

 

函館から松前へ 

2020-08-20 16:57:39  

函館から松前に向かう 

函館から松前までバスは出ているが３時間以上かかるため 

電車で木古内まで行き、そこからバスで松前までにした 

  

ＪＲ、函館バス、函館市電１日乗り放題券 １３５０円 

函館から木古内行き普通列車  

  

函館⇒木古内までは約１時間 

 

北海道新幹線「木古内駅」 
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函館バス 松前行き １３００円 １時間半 

料金は後払い 

駅のカウンターで聞いたが、この区間は１日券は使えないとのこと 

 

時間があるので道の駅を散策 

  

けっこう客が入っている 

当店の人気ベストテン（外食） 

スナッキングメニューばかりだ 

  

豆がたっぷりのパン 
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アップルパイ 

  

松前行きのバスが来た 乗客は４人 

途中の「函館トンネル記念館」 

  

午後２時頃、松前の「松城駅」に到着 

割菱（武田菱）のように見えるが 

松前城（福山城） 

北海道唯一の松前藩の城 

まずは腹ごしらえ 

  

今は使われていないが、ここに北前船が接岸したのか 

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617994280-14804442620.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617994280-14804442791.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617994280-14804442894.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617994280-14804443061.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617994280-14804443340.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617994280-14804443190.html


近くの道の駅「北前船松前」 

  

北前船の模型 

北前船は、江戸時代から明治時代にかけて日本海海運で活躍した北国（日本海）廻船の名称 

当初は近江商人が主導権を握っていたが、後に船主が主体となって貿易を行った 

地図が逆になっている 

  

レストランで松前名物の「岩ノリ丼定食」を注文 地味な定食 

これは「のり弁」の元祖に違いない 
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いい海苔の香りがする 

きっと岩ノリの下にはお宝が隠されている 

うなぎとか、焼鮭とか 

  

中を覗いてみると 

中も岩ノリだ 

しかしこれがシンプルでうまい 

使っている米は「ななつぼし」だという 

ななつぼしは、「ゆめぴりか」を抜いてナンバーワンになった 

うまいコメとうまい海苔、醤油 これで十分 

 

付け合わせは、「イカとタコキムチ」「松前漬け」「しば漬け」 

「タコ、イカキムチ」はダメでしょ 

せっかくの海苔とご飯の繊細な味を壊してしまう 

「イカの塩辛」でしょう 

  

EMPITY DISHES 

にぎたてのおにぎりのようでおいしかった 
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案内図 

  

「沖の口（海側の入口）」から入り右に回る 

 

弾丸の跡のような石の傷 

  

天神坂門跡 

松前城のジオラマ 

  

お堀の橋を渡る 

中央に盛り土 
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右から鉄砲で狙われる 

  

左からも 

中央に門 

  

ここが受付になっている 

  

松前城（福山城 国指定史跡） 

い今から７００年以前の鎌倉時代から和人が移住し、戦国時代の終わりごろには和人政権の拠点

となっていた 

「武田信広（のぶひろ 松前家始祖）」が、コシャマインの戦いを平定し城を建てる 

１８６８年の「函館戦争」では、徳川脱走軍の手に落ち藩主、家臣は津軽に避難 
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翌年に官軍により奪回された 

本丸 

鉄筋コンクリートで再建されたもの 

  

松前城資料館 

地下１階 

福山城縄張図、松前奉行所図 

  

１階 松前藩、松前神楽関係資料 

鎧 

兜の部分に「割菱（武田菱）」が見える 
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漆塗りの食器 

  

ここにも 

２階 松本家、アイヌ民族資料 

武田氏との関係は？ 

  
「夷酋列像特別公開」 

 

「夷酋列像特別公開」 

江戸時代後期の松前藩の家老で画家としても有名な「蠣崎波響（かきざき はきょう）」が 

北海道東部や国後島のアイヌ乙名（名主）たちをモチーフに描いた連作肖像画 

フランス「ブザンソン美術館に１１人の肖像、松前に２人」保存されている 

貴重な絵が海外に流出してしまった 
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アイヌの祭用の刀 

アイヌは製鉄技術を持たなかった 

和人が渡した刀には刃が付いていなかった 

このことで争いも起きたという 

毒矢 

先にドクダミが塗られていた 

  

天主からの山側の景色 

海側の景色 

この距離だと大砲が届いてしまう 

  

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617994280-14804465438.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617994280-14804465858.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617994280-14804465724.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617994280-14804466776.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12617994280-14804466897.html


武田氏略系 

武田家は源氏の流れを汲み、「甲斐武田」「若狭武田」「安芸武田」に分かれる 

松前氏は若狭武田の流れ 割菱の周りに○があるのが特徴 

 
蓮が生えている水堀 

  

桜資料館 

全国から集めた桜に木が植えられている 「高遠コヒガン桜」を探す時間はなかった 
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真っ赤なバラが満開 

バラ園を通り「松前藩屋敷」に向かう 

  

松前 藩屋敷 

2020-08-21 17:03:12  

藩屋敷へ向かう 

松前城からけっこう歩く 

  

こんな昔ながらの水路 盆に咲く花 

  

椿の実か 日本庭園 
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蓮の花 

松前藩屋敷 

江戸時代の生活が垣間見れる 

  

幕末の松前は、八千戸、３万人の人口があり、仙台以北では最大の都市であった 

北前船が走り豊かで華やかな町が生まれていた 

 

１４件の建物が再現されている 

  

① 沖の口奉行所 

  

 蝦夷地に出入りする者から徴税する役所 
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お白洲（江戸時代の奉行所法廷 白い砂利を敷き詰めたところ） 

蝦夷地に入ろうとする者は、裸にされ刀傷、入れ墨、がないか調べられた 

 

② 商家 

  

 松前城下には近江商人や北陸地方の商人が多く住んでいた 

北前船で財を成した 

  

当時の酒樽 
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③ 髪結 

  

当時マゲを結うのは専門の職人でなければ難しかった 

今のような髪型の見本があった 

④商家の土蔵 

中は「民芸松前杉」を販売している 

 

④ 民家 

  

 庶民の二間長屋 

 

現在の２Ｋにあたる広さ 
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囲炉裏（いろり）もあった 

土間⇒板の間⇒畳が基本 

 

⑤ 漁家 

  

 松前では中流の漁家 

漁家は磯船、保津船を持ち、２，３人の出稼ぎを使いにしん漁に従事していた 
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⑥ 廻船問屋 

  

帳場 

 

北前船の荷物がここで上げ降りされた 

 

⑪武家屋敷 

  

松前藩 110石高の家臣の屋敷 

士分は、武家門、武者塀に囲まれていた 

 

武士の生活は江戸よりも豊かであったという 
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豪華な衣装 

かまど 

 

まな板 

このまな板は 

  

松前藩士が新政府軍と戦った時に使われたまな板と同型 

モデルは「三上超順」 

 

裏に廻れば忍者が 
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⑫番屋 

  

蝦夷地の特産品は「にしん」 

出稼ぎが番屋で寝泊まりした 

3月から 5月は寝る暇もなく立ったまま食事をしていた 

ここに寝泊まりした 

 

 

 

 

 

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12618014687-14804488276.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12618014687-14804492339.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12618014687-14804493061.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12618014687-14804493319.html


⑬自身番小屋 

  

本来は「交番」の役割であったが、火事が多く「火の見番所」 

江戸時代の消防 

 

⑭旅籠 

  

今でいう「旅館」 

 

台所 
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土蔵の「民芸松前杉」 

ここで店番をしていたボランティアガイドと話をさせていただいた 

  

当時の松前の地図 今も殆ど変わらないという 

戊辰戦争で幕府軍が船と丘から大砲を城に放っている絵 

土方歳三が大砲を据えた場所が下の絵に描かれている 

この場所を教えてくれた 
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二の門から覗けば見えるとのこと 

バスの時間が迫って時間がない あわてて二の門に向かう 

 

松前から函館に戻る 

2020-08-22 17:04:55  

松前藩屋敷の「民芸松前杉」工房に貼られていた絵 

  

戊辰戦争時の絵 

海の浮かんでいる軍艦は「開陽丸」か？ 

土方歳三が大砲を据えた場所は？ 大砲がある場所を見るとお寺らしき建物が見える 

 

「開陽丸記念館」 

北海道檜山郡江差町字姥神町 1-10 

旧幕府軍のオランダ製最新軍艦「開陽丸」は、 

土方軍を支援するために江差まで行った座礁して沈没 

わずか 1年半の寿命であった 

記念館には開陽丸から引き揚げた遺品が展示されている 

またの機会にお邪魔しようと思いっている 

  

五稜郭タワーに展示してあったジオラマ 
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開陽丸の沈没を見る土方歳三 

右が嘆きの松 

 

土方が大砲を設置した丘を探す 

ボランティアに言われた通り、二の門を覗いてみると 

  

丘の上にお寺が見える 

「法華寺」「正行寺」方面に進む 

  

丘を登れば、松前城が見える 土方歳三はここから大砲で攻撃した 

「妙光山」と書かれている 

  

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12619114640-14804501422.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12619114640-14804503190.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12619114640-14804503358.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12619114640-14804503612.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12619114640-14804503816.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12619114640-14804504034.html


法華寺の正面 

古いお寺だ 

  

お寺の裏に回ると何かの記念碑 

手前は色が変わったスペースが 

  

「合同慰霊碑」 

「安」と書かれている 

「安」とは、忠誠を誓って信念を貫いた先人たちの思いを後世に伝えると共に、 

松前の繁栄と安寧（安定の意味）、そして安らかに鎮魂の願いを込めたものである 

「安」の書は、「榎本武揚」曽孫「榎本隆充（たかみつ）」によるもの 

榎本隆充氏 東京農業大学客員教授 榎本光学研究所代表取締役 

著書「榎本武揚未公開書簡集」 

 

慰霊碑の由来 

明治元年、二年と、この松前において旧幕府軍、新政府軍との戦い 

戊辰、乙巳根機が新政府軍の勝利で終息しました 

その戦いにおいて、双方に多くの犠牲者が出た中、旧幕府軍の戦死者（60名）は 

当時の新政府の命により亡骸は放置されて、葬られることはありませんでした 
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当時それを不憫に思った松前の人々がこの「法華寺」のこの場所に大きな穴を掘り埋葬したとさ

れております 

そこで乙巳の役から 150年を機に、松前町の有志が実行委員会を立ち上げ、松前町をはじめ全

国各地の方々の温かいご理解、ご協力を頂戴して建立されたものです 

  

案内版 

「神止山官修填墓」 

松前藩兵、新政府軍士の墓 

  

「神止山官修填墓」の全景 

法華時からの海の景色 
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バス停に向かう途中の「セイコマート」 

バスに乗り木古内に戻る 

  

木古内駅前のイタリアンに入ろうと思ったが、すでに閉店している 

外食の営業時間は不安定 

セイコマートに向かう 

  

カップ入りのチルド調理麺 148円 

中華麺、うどん、そば 

イートインコーナー 

  

購入商品 
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ホットシェフの「ビーフ焼肉丼」 510円 

ホットシェフの商品は、アウトパック商品に比べそれほど安くない 

  

回転式炒め機でつくられたもの 

味はいい 

カップざるそば ごぼう天付き（期間限定） 148円 

 

時間があったので新幹線の改札を見に行く 

  

ローカル線のホームが寂しい 

乗車したのは 2人だけ 

次は気になっていた寿司屋の「昇鮮」と洋食の「キャプテン」をレポートします 
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函館最終編 寿司の「鮮昇」と洋食「キャプテン」 

2020-08-24 16:59:29  

函館には８月２日～１１日まで滞在 

１２日から現在まで信州にいます 

昨日は日本に２カ所しかないフランス式五稜郭 「龍岡五稜郭」に行って来ました 

自宅から車で２時間ほど 

龍岡五稜郭 

長野県佐久市田口下町３０００－１ 

両側を山に囲まれた地形 山の上から撮影 

 

木に囲まれた星形の遺構が見える 

何故岡崎松平家がこんな場所に「五稜郭」を建てたのか？ 

モデルはフランスリール市の「ボーバン城」 

 

一辺の長さは、ボーバン城が６００ｍ、函館五稜郭３００ｍ、龍岡城１５０ｍ 
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同じ図面の縮小版であることが分かる 

明治の廃城令により今は小学校が建っている 

海外渡航の許可が降りればいつかボーバン城には訪れたいと思っている 

「五稜郭」が点と点で結ばれる 

これがおもしろい 

龍岡城五稜郭は、資料を読んでまたゆっくりとレポートします 

 

  

函館最終編 

函館朝市丼横丁で気になっていた寿司屋「鮮昇」 

  

店頭のこれらのネタが気になる 

 

偶然 1一人 

  

店主はヴィトンファンのようだ 
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いい酒も置いている 

食べたいネタを単品で頼む 

  

全部で 7貫と味噌汁 

期待していた「シシャモ」は今日は入荷が無かったようだ 

丁寧な仕事をしている 

大トロ、赤身、ニシン 

まぐろはバチのようだが脂が乗っておいいし 

大トロは一貫３５０円で食べられる 

  

キンキ、ホッケ、時知らず 

これも珍しい 

ボタン海老握り 

 

会計は 2530円 

なかなか食べられないネタをいただいた 

ここは安い 

この店はお勧め 
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2回目にもらったグルメクーポンを使う 

このクーポンはひょっとして……… 

やめておこう 

500円均一の食堂もある 

  

かにまん 

 

隣のイートインで 

  

1個 400円 

歩きながら食べられる「スナッキング」だ 

外見は他の中華まんと変わらない 

  

カニもむき身がたっぷり入っている 

一度食べればいいかな  
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函館朝市のイカ釣りコーナーも人気だ 函館は観光客が戻っているように見える 

 

八百屋の店頭 

  

メロンのスナッキング みりみる売れてゆく 

夕食はこれも気になっていた洋食屋 

  

昭和の写真 
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前に一度きたが休みであった 

再チャレンジ 

  

レストキャビン キャプテン 

「じゃがいもメニューは当分の間休みます」と張り紙 

 

こんな船の窓の飾り 

 

当店おすすめ４大メニュー 

「チキンステーキ」「ポークステーキ」「ハンバーグ」「ミックスフライ」 

前からチキンステーキを注文する予定であった 
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ランチメニュー 

 

チキンステーキ定食 

 

１ｋｇくらいのサイズの鶏の半身をグリルしたもの 

確かに付け合わせはポテトではなくかぼちゃになっている 

なぜ？ 

  

味付けは塩、胡椒だけ 

 

裏側はそれほどしっかり焼かれていない 

蒸し焼きだ 
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皮はパリパリで中はジューシー 

皮が縮まっていない 塩味は強めで、シンプルな味付けでおいしい 

昔ながらの野菜サラダ 

よく見ると ドレッシングがよくなじむようレタスは手でちぎっている 

  

ハイボールの通しについてきた枝豆を剥いて上に載せる 

ドレッシングは自家製「オイル＆ヴィネガー」 

鶏のレッグの部分と手羽（手羽中）の部分の骨が一部ついている 

なぜ？ 

  

EMPITY DISHES 
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浅草「ヨシカミ」のような、昔ながらの洋食であった 

函館は国際都市であったため、古い洋食文化が残っている 

 

カウンターで会計を済ませ後 

シェフに少し話を伺った 

「じゃがいもを使わないのは、１０ｋｇ１５００円が５０００円まで跳ね上がってしまったから」 

「骨をつけるのは焼いている間に縮まないために」 

どこで修業したのか聞くと 「２代目でおやじから教わった」 

フライパンを見ているとチキンを皮目から入れて重しをして（蓋の下）７～８分焼いている 

中火にして一切動かさないでそのまま放ってある 

油を切って、白ワイン（これも聞いた）を加えて裏側を焼いている蒸し焼き 

いろいろと教えていただきありがとうございました 

 

近くの COOPに行ってじゃがいもの相場を見る 

確かに２倍～３倍している 

それでも安いものも拾えばある 

シェフは銘柄にこだわっているのであろう 

 

夜の元町の教会群 これで５回目 
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心に浸みる 

 

 

函館駅からバスで函館空港へ 
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空港の北海道限定サッポロビールクラッシック 

小さいグラスで 

ジンギスカン定食 

  

羊肉のマリネーションを焼いたもの 

それでも現地で食べるものはおいしい 

  

JAL函館発、羽田行き 

  

空港には結構客がいる 

期間中函館ではコロナ発症者はゼロであったため安心感からか 
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以上、長～い、長～い（いつもの事ですが）函館特集のブログは終わり 

海外に行けないため、国内の「スーパーマーケット見聞録」は続けます 

そうしていないと旅行がおっくうになってしまう 

「現地」「現場」「現物」「現食」のスタンスは貫くつもりです 

９月は「豊後（大分）キリスト教遺跡群」を計画しています 

あと「小谷城」～「一乗谷」ルートも行ってみたい 

「雨の日には、雨の日の 生き方がある」 


