
菅谷館跡　改訂版（比企郡嵐山町） 築城年代：鎌倉時代、築城者：畠山重忠

　　　　　　菅谷館跡の縄張図/三ノ郭東側には埼玉県立嵐山史跡の博物館が建つ



　　　　南側から都幾川（桜並木の向こう側）越しに菅谷館跡のエリアを見たところ/右手に見える建物は埼玉県立女性教育会館



　　同じ方角から見たジオラマ/手前が都幾川



まず、👈から西ノ郭・大手門跡及びそれを取り巻く堀へと進もう



ここが👈の所/堀を渡って西ノ郭へと進む （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/vla8ZFqefpA


　　　　　　堀を渡る土橋の向こうが西ノ郭



　　　　　土橋上で、左手の堀を見たところ



同じく、右手の堀を見たところ



　　　　　　西ノ郭に入る手前に土塁がある



　　左手の土塁を見たところ



　　右手の土塁を見たところ



さて、ここが西ノ郭/西側から東方向に見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/zgsJ850jazA


　　　　　振り返って土橋方向を見たところ



　　そこで左手を見たところ



　　同じく右手を見たところ



　　城域外に面した堀（北側・西側）に並行して土塁が築かれている



　　　　　　左手（北側）の土塁を見たところ



　　　　これは西側の土塁を大手門跡方向（南方向）に見たところ



　　　　　その土塁に登って大手門跡方向（南方向）を見たところ



　これはその先の大手門跡の辺りから振り返って西ノ郭を見たところ



　　　　そこで左手を見たところ/この辺りが大手門跡とすると、この部分に左手から堀を渡る木橋が架かっていたのであろうか



　　　同じく、右手を見たところ/こちらは右手の二ノ郭との間の堀



　　　振り返って南方向を見たところ/左上に見える白い構造物は二ノ郭にある慰霊塔 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/HchYNAR96ao


　　　　　前方を見下ろしたところ/ここは左右の堀が合流して南方向に続く突端部分



そこで右手の堀を見たところ



その堀を見下ろしたところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/NmAiwtTHmaU


更に右手の西側の土塁を北方向に見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/gwQFwdBUdDM


　　　　これは左手の堀を見たところ/前方は二ノ郭にある慰霊塔



　　その更に左手を見たところ/右上は二ノ郭



その堀に沿って少し進んで振り返って見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/EX94nORBMMc


　　　　　　更に進んでその先を見たところ



そこで振り返って見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/KxXUMnJNOi8


その更に先に進むと、ここで堀は左手にも折れている/折れた堀は三ノ郭（左前方）との間の堀/前方に続く堀は三ノ郭（左前方）と二ノ郭（右手）との間の堀



　　そこで振り返って見たところ/左手は二ノ郭の土塁/折れが伴っているのが見て取れる



　　これは左手に折れた堀の先を見たところ/西ノ郭（左手）と三ノ郭（右手）に架かる復元木橋が見える （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/7bUVO_anWkg


　　　　そちらへ少し進んで振り返って見たところ/前方が二ノ郭



　　三ノ郭への復元木橋を西ノ郭から見たところ



復元木橋上から振り返って西ノ郭を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/13ZDxPLLY2I


　　　そこで左手を見たところ/前方は二ノ郭



　　　　　　その右手に西ノ郭を見たところ



　　　　同じく右手を見たところ/この堀は前方（北側）で城域外に面する堀へ合流する



　　その左手に西ノ郭を見たところ/城域外に面する堀に並行する北側の土塁が見える



　　　近づいて見たところ



そこで右手の堀を見たところ/右手は二ノ郭の土塁



更に右手を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/Ls6Xb2Z5m1w


　　　　　　これは西ノ郭から城域外に面する堀に並行する北側の土塁を見たところ



左手から右手にその土塁を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/Is7dbX44sq0


　　　　　　さて、これは西ノ郭（左手）と三ノ郭（右手）の間の堀底に下りて見たところ



　　復元木橋の先に進んで見たところ/堀底に何段かの段差がある



　　　その先の段に上がって前方（北方向）を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/hf9s0Rz1YZ8


　そこで左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　　　　更にその先の段差に上がって前方（北方向）を見たところ



　そこで左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



そこで振り返って南方向を見たところ/左手が三ノ郭、右手が西ノ郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/bARdNCNVRuM


　これは、その更に先の段差に上がって前方（北方向）を見たところ



　　　　そこで振り返って南方向を見たところ



　そこで左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　　　そして、堀はここで北側の城域外に面する堀へと合流している



　　そこで左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　　　　そこで振り返って南方向を見たところ



　　　　さて、今度は西ノ郭と二ノ郭との間の堀底を進んでみよう



この先を右手に折れると西ノ郭と二ノ郭との間の堀 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/oeobyS8JnEg


ここで堀が合流している/前方は二ノ郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/S-UM459VCH8


　そこで左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　　こちらは左手に折れた、三ノ郭（左手）と二ノ郭（右手）との間の堀



こちらが西ノ郭（右手）と二ノ郭（左手）との間の堀



　　　その先に進んだところ/左手の二ノ郭の土塁が折れを伴っているのが見て取れる （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/FKdtZNPQvZo


　　　更にその先に進んだところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/HpFXEhFiAB8


　そこで振り返って見たところ



その更に先に進んだところ/右手が西ノ郭の大手門跡辺りの突端部分 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/JwDXnvkf8VQ


　　そこで振り返って見たところ/左手が西ノ郭



さて、次に西ノ郭北側の城域外に面する堀を巡ってみよう/この手前を右手（西方向）に進む



　　　堀は西ノ郭を取り巻いて南方向へと回り込む/前方は堀に並行した西ノ郭の土塁 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/jBT3hf6dEJ4


土塁も折れを伴っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/1FfOhT_-g9g


　　その先に進んだところ/常時、水堀となっているようだ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/mUBziBDVWQE


少し進んで振り返って見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/3GOia1mbLuM


　　その先はこんな塩梅



　南方向に折れて、堀は前方（南方向）に続いている/左手が西ノ郭



更に南方向に進んで、振り返って見たところ/左手が堀、右手が西ノ郭



　　　　そこで少し右手を見たところ/右手に西ノ郭の土塁が見える



　　その土塁はこんな塩梅/右手が西ノ郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/4m0NVJ0Dk4I


　　　　　近くにはこんな注意書きがあった



　　　さて、👈から復元木橋を渡って三ノ郭の西側のエリア・正坫門跡とそれを取り巻く堀～三ノ郭の東側のエリア・搦手口とそれを取り巻く堀と進もう



　　　前方が三ノ郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/lbISGGqjk8w


　　　復元木橋を渡って振り返って見たところ



左手の土塁を見たところ/説明板が立っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/UdSNAf_KVms




これは正坫門の手前に築かれた蔀土塁 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/wu2wF0xfR5I




　　　　右手を見ると土塁に切れ目がある



　　切れ目の外側に進んでみよう/前方は西ノ郭



　　切れ目から出たところ/西ノ郭との間の堀がある/前方は西ノ郭



そこで左手を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/Ej0SUTxnVGw


　同じく、右手を見たところ



　　　　　　振り返って切れ目を見たところ



　　そこで左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　切れ目から三ノ郭に入って東方向を見たところ



　　　左手を見ると北側の土塁が続いている



これはその左手を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/een2r_G8nCg


これは三ノ郭の西側のエリアを南側から北方向に見たところ/前方に北側の土塁が見える （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/bw9xb4wL6uU


　　　　左手を見ると蔀土塁（右手）や正坫門跡（左手）が見える



　振り返ると二ノ郭との間の堀が見える/前方で右手に折れている/右手は二ノ郭の土塁/東方向に見たところ
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/ZRC4x5WcN2E


　　　　その堀を少し東方向に進んで見たところ/この先で今度は左手に折れている/右手の二ノ郭の土塁から横矢が掛かっているのが見て取れる
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/JHCbrw9Mo4Y


そこで振り返って見たところ



更に東方向に進んで見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/8iqVf84QVUg


　そこで右手を見ると堀越しに前方の二ノ郭の土塁に切れ目が見える/ここに三ノ郭からの木橋が架かっていて、行き来できたようだ



　　更に右手を見たところ



そこで北方向を見たところ/北側の土塁が続いているのが見て取れる



　　そこで右手を見たところ/前方は三ノ郭の土塁で、右手の二ノ郭との間の堀がその土塁を取り巻いて、左手に続いて来ている



　　　　　その左手の堀を見たところ/左前方は三ノ郭の東側のエリアに建つ埼玉県立嵐山史跡の博物館



　　更に左手を見たところ



　　さて、二ノ郭との間の堀の先はこんな塩梅/左手が三ノ郭の土塁/この先で左手に土塁を取り巻いている/右手は二ノ郭の土塁
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/gm4_HCo4CCA


そこで振り返って見たところ/この水たまりの上部辺りに木橋が架かっていたようだ/左手が二ノ郭、右手が三ノ郭



その左手の、二ノ郭の土塁を見たところ/櫓台的に高くなっており、現在はここに「畠山重忠公像」がある （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/Y1-QPXg6pb0


　　これは三ノ郭の土塁の上に登って、北方向を見たところ/右手は三ノ郭の東側のエリア （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/mKRx8tFsYW8


　　反対側から見たところ



　　その土塁は前方で左手（西方向）に折れている/前方が西方向 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/-vjNHdeeEU8


　　　堀に戻ると、この辺りは完全な水堀となっている/前方で三ノ郭の土塁を左手に取り巻いている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/DfyYM39CM1Y


　そこで左手を見たところ/左手が二ノ郭の土塁



　　土塁を左手に取り巻いた先の状況/右手は三ノ郭の東側のエリア （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/OUCir0dUTHU


　　振り返って見たところ/前方は二ノ郭の櫓台的に高くなった土塁



　　堀の先はここで左手（西方向）に折れている/左手が三ノ郭の土塁 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/sUVPqn1crrg


　　　　　　振り返って見たところ/左手が三ノ郭の東側のエリア



　　これは西方向に折れた先の堀の様子/左手が土塁 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/36v5JakfObw


　　　そこで振り返って見たところ/右手が土塁 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/XiIxJdtmis8


その堀はここで止まっている/西方向に見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/_CeV9Drk1As


振り返ってその堀を見たところ/右手が土塁/前方は三ノ郭の東側のエリア （クリックしてビデオを見る）
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/2_8T4f-jzb8


　　　　　　さて、これは三の郭を南側から北方向に見たところ/左手が西側のエリア、右手が東側のエリア



　これは反対側から見たところ/左手が東側のエリア、右手が西側のエリア/右手に説明板が立っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/k5UaifcKkcU




　　振り返って北方向を見たところ/北側の土塁に切れ目があるが、これは通路用に削られたものらしい （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/QRCZs4OsO6I


　　そこで左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　　　　その土塁の上に登って東方向を見たところ/土塁は前方で右手に折れている



　　　　　　振り返って西方向を見たところ



　　　さて、ここは三ノ郭の東側のエリアから北側への虎口である搦手口/左手に説明板が立っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/u6rzBkl2JZ4


　　ここに搦手門があった



　　その右手を見たところ/土塁は右手（南方向）に折れて続いている



　　　　折れた先に進んで振り返って見たところ/前方が搦手口



　　そこで右手を見ると土塁はジグザグに続いている/土塁の外側には堀が並行している



さて、ここは三ノ郭の東側/前方の道はかっての三ノ郭（右手）と二ノ郭（左手）との間の堀跡/手前には城域の外堀が横切っているが、通路として埋められ
てしまっている



　　左手の外堀を見たところ



　　　　　右手の外堀を見たところ



　　　　前方に進んで振り返って見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/qFUzDCxKGe4


左手が二ノ郭の東側のエリア/右手が三ノ郭の東側のエリア/その間の堀（現在は埋め戻されて道になっている）は手前で左手に折れて続いていたらしい
/この前方は「畠山重忠公像」が立っている辺り/西方向を見たところ



　そこで左手を見たところ/正面は二ノ郭の東側のエリアを取り巻く堀/南方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/MRbkNYRmg34


　同じく、右手を見たところ/この建物が埼玉県立嵐山史跡の博物館



　「三ノ郭」の標柱があった



その右手には「井戸跡」と「建物跡」の標柱もあった （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/pXRgpN9PKh4




この大きな窪みがそれらしい



　　　　こちらは「建物跡」/二棟あるようだ



（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/5C3iruGalQw


　　　左手から見たところ/説明板が立っている





　左前と右奥の二棟の跡が杭で表示されている



　　　　　　少し退いて見たところ/このエリアは三ノ郭の東側のエリア/手前に菅谷館跡のジオラマがある



（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/p4ROO2v-x_Q


そこで振り返って西方向を見たところ/道（堀跡）の向こう側が二ノ郭の東側のエリアで、道（堀跡）に沿って続く植栽は、土塁があった位置を表示している
らしい/右前方にも説明板が立っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/yoF5dMquCzw


　　　これがその説明板



　そこから少し北側に進むと別の説明板があった （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/9pxbAtPcW2g


「館跡」となっているが、縄張の規模・技巧的な土塁や堀の配置などから見ると、菅谷城跡と呼ぶのが相応しいとも云われ、当初に畠山重忠が構えたと云う
「館跡」は本郭周辺の方形のエリアで、その後に山内上杉氏あるいは小田原北条氏の手により拡張整備されていったのではないかと考えられているようだ



さて、ここは搦手口/前方が三ノ郭の東側のエリア （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/acUXGPBFoP0


　　　　右手の標柱に「国指定史跡　菅谷館跡」と記されている



左手に説明板が立っていた



正面が二重土塁の外側の土塁/右手が内側の土塁/東方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/EjNDgZrsjck


　　　　振り返って西方向を見たところ/右手のバイパスのエリアが外堀の役目をした泥田堀であったらしい



　　　　　これは東方向に進んで見たところ/左手が外側の土塁/右手が内側の土塁



　　その先に進んだところ



　　これはその先に進んで南方向を見たところ/堀は北側から東側へと城域（右手）を取り巻きながら折れている
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/JfWd1RGJ5qE


　振り返って西方向を見たところ/正面前方が二重土塁の外側の土塁/その右手のバイパスのエリアが泥田堀跡



　　　アップで見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/20kFi7qzlL0


さて、これは三ノ郭北側の通路用に削られた土塁の切れ目を城域の外側から見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/qGxleVeUXTU


　　そこで左手を見たところ



同じく、右手を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/At7DkvTJe9E


その先へ進んで、振り返って見たところ/右手は三ノ郭の西側のエリアの北側の土塁 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/wtK6HIFHBTA


　　　　　堀は北側から西側へと城域を取り巻くように続いている/更にその先に進んで見たところ/この辺りも水堀となっている



　　土塁と堀はこんな塩梅に折れを伴っている



更に西方向に進んで振り返って見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/dwSM8UFshAI


　　　　　　更に進んで西方向を見たところ



　　振り返って見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/9F3B-5VOODo


　　　更に西方向に進む



その先で堀は左手にも折れている/左手は三ノ郭の西側のエリア （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/1rAcdGQ0vRE


左手の折れた堀の前方には復元木橋が見える/左手が三ノ郭の東側のエリア/右手が西ノ郭/手前の堀は右手に西ノ郭を取り巻くように更に続いている
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/2AVCx0Pxwh0


　　　そこからアップで復元木橋を見たところ



　　　　　復元木橋を潜って、左手に三ノ郭の東側のエリア（左手）と二ノ郭（前方）との間の堀底を進んでみよう/右手は西ノ郭



左手に折れて見たところ/左手が三ノ郭の東側のエリア/右手が二ノ郭/東方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/Y4BtUzfQGgc


　　　　東方向に進んで見たところ/この先で右手に折れている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/lB7UCDJ1cBg


　　　　　　そこで振り返って見たところ/左手が二ノ郭/右手が三ノ郭の東側のエリア



こんな塩梅で右手に折れている/前方で今度は左手に折れている/左手が三ノ郭の東側のエリア/右手が二ノ郭
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/zS5FQAzqvEI


　　　右手に折れて、振り返って見たところ/左手が二ノ郭/右手が三ノ郭の東側のエリア



ここで左手に折れている/左手が三ノ郭の東側のエリア/右手が二ノ郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/DOWzNngA9Fw


左手に折れて前方（東方向）を見たところ/この辺りは水堀となっている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/RQRFc6E2KAM


そこで振り返って見たところ



　　　　　更にその先の東方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/aKhjG6jptHM


そこで振り返って見たところ



さて、「現在地」と記された辺りから二ノ郭の東側のエリア～それを取り巻く堀～二ノ郭の西側のエリア～それを取り巻く堀～南郭～本郭～本郭と南郭の間の
堀へと進んでみよう



ここが「現在地」/「埼玉県指定史跡　菅谷館跡」と記された標柱が立つ



　　これは二ノ郭の東側のエリアを南西側から北東方向に見たところ



　　そこで左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　　これは二ノ郭の東側のエリアを北西側から南東方向に見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/8zAgADjQ-bM




　　　前に進んで見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/RUpP52-youg


　　そこで左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　　これは二ノ郭の東側のエリアを南東側から北西方向に見たところ



　　そこで左後ろを見たところ/本郭（左手）の土塁と、その間の堀が西方向に続いている



　同じく、右後ろを見たところ/二ノ郭の東側の土塁と、その外側の堀が北方向に続いている/この更に右下には東側の外堀がある



同じく、真後ろを見たところ/左手からの堀が本郭との間の堀に合流している （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/IkOwY4_tpd8


これは二ノ郭の東側の土塁を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/lpTO_a8L2AU


　右手から左手に見たところ



左手から右手に見たところ/土塁に切れ目がある



その土塁の切れ目を南側から北方向にアップで見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/fxYHPJIOM8o


さて、前方に続く道は二ノ郭の東側のエリア（左手）と三ノ郭の東側のエリア（右手）との間の堀跡と云う/手前で左手に折れて空堀道に続いていたようだ
/東側から西方向に見たところ



そこで左手を見たところ/二ノ郭の土塁（右手）の外側の堀（空堀道）が前方に続いている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/9Cdi_POfZ3U


　その更に左手を見たところ/左下が東側の外堀



　　左下の東側の外堀を見下ろしたところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/vfNtwfTt1q0


そこで更に左手を見たところ



　　　外堀側に進んで、振り返って見たところ/道は外堀を埋めて造成されているようだ



さて、これはその外堀に下りてみたところ/右手が二ノ郭の東側のエリア （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/4r7eaLus2qg


　　右手に回り込んで見たところ/前方上部は二ノ郭の東側のエリア



　　　　その右手を見上げたところ



　　更に右手を見上げたところ/この上部が道



さて、二ノ郭の土塁の外側の堀底を進んでみよう



説明板



堀底を進んだところ/右手が二ノ郭の土塁/北側から南方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/qmgJcrDaJ9o


　更に先に進んだところ/前方の上部が本郭/右手の階段がある所は二ノ郭の東側の土塁の切れ目で、この空堀道から二ノ郭への虎口であったようだ



そこで振り返って北方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/QVNdKK9B9mE


　　　更に南方向に進んだところ/堀はこの先で、二ノ郭の東側のエリアと本郭の間にある堀に合流している



　そこで振り返って北方向を見たところ/左手が二ノ郭の東側のエリア



　　堀はここで合流している （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/-Q9Yb1Ehxfg


　　振り返って見たところ



　　　　右手（西方向）を見たところ/左手が本郭の土塁/右手は二ノ郭の東側のエリア



　左手（東方向）を見たところ/右手が本郭の土塁



　　その堀底を東方向に進んでみたところ/この先は下っていて東側の外堀になっている



　　　　先端で左手を見たところ/東側の外堀の様子が見て取れる



　　　　　同じく、真下を見たところ/この辺りは水堀となっている



　同じく、右手を見たところ/東側の外堀は本郭（右手）を取り巻くように南側へと続いている



　　　同じく、振り返って西方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/z4DuMPU31-A


　　さて、これは堀底を西方向に進んでみたところ/突き当りは、二ノ郭（右手）と本郭（左手）を繋ぐ土橋 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/ciDGJmJBBRE


　　　　そこで振り返って東方向を見たところ/右手が本郭の土塁



　　これは二ノ郭（右手）と本郭（左手）を繋ぐ土橋越しに西方向を見たところ/本郭と二ノ郭の西側のエリアとの間の堀が本郭を取り巻くように続いている



　　　土橋上で東方向を見たところ/左手が二ノ郭の東側のエリア



　　これは二ノ郭から、本郭への土橋を見たところ/前方が本郭への虎口 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/nFEMzvzofAc


　　　　　反対に本郭から、二ノ郭とを繋ぐ土橋を見たところ/右前方が二ノ郭の東側のエリア/左前方は二ノ郭の西側のエリア



さて、この前方が二ノ郭の西側のエリア/東側から西方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/drELEzYhl-E


二ノ郭の西側のエリアへと進む/左手は本郭との間の堀 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/KHgYDWLEzXA


　そこで左手を見たところ



同じく、右手を見たところ/こちらには二ノ郭の北側の土塁が続いている



　その先に進んで見ると、土塁の切れ目がある



　そこで更に西方向を見ると、土塁が二ノ郭の西側のエリアに沿って南方向へと続いている状況が見て取れる



　　さて、ここが二ノ郭の西側のエリアを取り巻く北側の土塁の切れ目 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/sTaRwSJQ4BM


　　そこで左手を見たところ



　　　　　　同じく、右手を見たところ/この土塁の上部に「畠山重忠公像」が立っている



土塁の切れ目へ進むと、前方に三ノ郭の西側のエリアが見える/その手前に堀が巡っている



　左手の土塁を見たところ



右手の土塁を見たところ/「畠山重忠公像」が見える



ここは水堀になっている/前方が三ノ郭の西側のエリア （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/FakQChfAdBY


　そこで左手を見たところ/堀は折れを伴いながら西方向に続いている



　同じく、右手を見たところ



　　　　そこで振り返って南方向を見たところ/前方は本郭の土塁



　同じく、右手を見たところ



　　同じく、左手を見たところ/木の陰に「畠山重忠公像」が立っている



　　　さて、その土塁の上に登ってみよう （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/L8VZy07kiA8


　　　前方が土塁の上に立つ「畠山重忠公像」



さまざまな石碑も立っている



　　　　　　「畠山重忠公像」と刻まれている



　畠山重忠についての説明



　「重忠公冠題百字碑文」



　　　そこから北方向を見下ろしたところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/TfR2lfF-es0


　　　さて、ここは二ノ郭の西側のエリアを取り巻く北側の土塁が、西側で左手（南方向）に折れる辺り （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/0BIV2y5bXtc


　　そこで右手を見たところ



同じく、左手を見たところ/左端に慰霊塔が見える



　　　これがその慰霊塔 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/LNR8onlJgj8






　　　　　　そこの土塁の上に登ったところ



　　　　　そこから右手の土塁を見たところ



　　　同じく、土塁の上部を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/LwRbcO2iLRM


その左手を見下ろすと西側の外堀が見える （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/1C929yxdMns


　　真下を覗き込んだところ



　　　　　　左手の土塁の上部を見たところ



　さて、二ノ郭の西側のエリアと本郭（左手）との間の堀を見てみよう



　　　そこで堀底に下りて西方向を見たところ/左手は本郭の土塁



その先に進んで見たところ/堀はここでジグザグに折れている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/mrsNd0w8xyg


　　　　　振り返って東方向を見たところ/左前方は本郭への虎口



そのジグザク部分の堀を見たところ/前方上部は本郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/CLou_2et8MU


　　　　　そこで左手（東方向）を見たところ



　　　少し退いて見ると、説明板が立っている/右手が「出桝形土塁」 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/Cw3VOTSzkTI




　　　そこで堀底に下りて西方向を見たところ



右手を見たところ/これが「出桝形土塁」/この裏に説明板が立つ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/FuJAIEHYmR4


　　更に右手を見たところ/堀は前方で右手（東方向）に折れている



　　　さて、ここは堀が西側で南方向に折れる辺り/右手が南方向/前方は本郭の土塁



左手（東方向）を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/TeISzzGgvDU


　右手（南方向）を見たところ/左手が本郭の土塁



　　　同じく、堀底に下りて南方向を見たところ



その先に進むと、堀はここで本郭（左手）を取り巻くように左手に折れている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/BOpkAF8PUhw


　　これは左手に折れた堀を見たところ/左手が本郭/右下は南郭



　　堀の折れる辺りから振り返って北方向を見たところ/右手が本郭の土塁 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/uAMoON_bJZ8


　さて、これは二ノ郭の西側のエリアの南端で北方向を見たところ/土塁が巡っているのが見て取れる （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/Ur8uTE07cl4


　　そこで左手を見たところ/慰霊塔が見える



　同じく、右手を見たところ/右手には本郭との間の堀が巡っている



同じく、振り返って南方向を見たところ/この下の平場が南郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/C5An_K0EBe8


　　そこで右手を見たところ



　同じく、左手を見たところ



さて、南郭へと下りてみよう （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/NkzMchznqm0


　　　　そこで左手を見たところ/南郭は東西に細長く続いている



　　階段を下りると、前方に説明板が立っている/南方向を見たところ





　　これは前方に進んで、振り返って北方向を見たところ/前方にその説明板が見える （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/S3e-KIgqShw


　　　そこで左手を見たところ/こちらは南郭の西側のエリア/二段の平場で構成されている/前方の上部が二ノ郭の西側のエリア



　　　　　　更に左手を見ると土塁が見える



　　　　　同じく、右手を見たところ/こちらは南郭の東側のエリア



　　更に右手を見たところ/土塁が続いている



これは南郭の東側のエリアを、西側から東方向に見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/WRC_mO5FeOE


　　そこで左手を見たところ/右前方は土塁が続いており、土塁の向こう側には本郭との間の堀が並行している



　同じく、右手を見たところ/南郭の南側の土塁が東方向に続いている



　　これは南郭の西側のエリアを南側から北方向に見たところ/前方の上部が二ノ郭の西側のエリア （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/MTyFPjQoCDc


　　南郭の東側のエリアをを東方向に進もう



そこで左手を見たところ/土塁と堀の向こうが本郭



同じく、右手を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/Ov8AK7Pwi_c


更に東方向に進んだところ/右手には土塁は無く、右下は急峻な斜面となっている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/A1Qmw-EB3-A


左手の土塁を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/eGJgjftj53o


これは振り返って、西方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/YKZ-YMS2TWg


　更に東方向に進んだところ/南郭の横幅はこの辺りで狭くなっている



　　これは右下の急峻な斜面を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/ZbTWpUCib_Y


ここは南郭の東端で、本郭（前方）へ登れるようになっている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/OQpoJbU1zIM


　そこで左手を見たところ



　　　さて、前方が本郭/手前に堀が巡っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/EESm8O3xd0Y


　　　　　左手を見たところ/右手が本郭/左手の土塁の左下が、南郭の東側のエリア



右手を見たところ/堀はこの先で急峻な斜面となっている/左上が本郭



　　　　　さて、二ノ郭の西側のエリアと南郭を取り巻く外堀を見てみよう/ここは最初の、三ノ郭の西側のエリアへの虎口の辺り



そこから南方向に西側の外堀（左手）に沿って進む （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/B7JQQs205gA




途中、「オオムラサキの森活動センター」の脇を通って南方向に進む （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/8L4syEyubBc


　気になる「注意書き」が・・・





　　　　「蝶の里公園」の案内図も立っている



　左手が西側の外堀だが、容易には近寄れない



ここで下って東方向に回り込む/前方に説明板が立っているのが見える/左手が西側の外堀





　　これは南側に回り下りて、北方向を見たところ/この階段を登っていくと南郭へと至る/左手は西側の外堀
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/6MbrDhGfW8Q


その西側の外堀を見たところ/右手の上部が南郭



　　右手を見ると、こちらは「ホタルの里」となっているようだ/左手の上部が南郭/西側から東方向を見たところ





これはその右手（南側）で、遊歩道がある/西側から東方向を見たところ



　　　　　　そこから北方向を見たところ/この上部に南郭がある



　　これは更に南側で、西側から東方向に天然の要害である都幾川の流れを見たところ/左手が城域/前方の茶色の建物は埼玉県立女性教育会館



　　　さて、二ノ郭の東側のエリアから土橋を渡って本郭へと進もう （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/HcSf46iwXXk


　左手の土塁を見たところ



　　　　その左手に堀を見たところ/左手が二ノ郭の東側のエリア



　右手の土塁を見たところ



　　　　その右手に堀を見たところ/右手が二ノ郭の西側のエリア



これは本郭に入って、振り返って土橋方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/TgnfWjfeLnE


　　　　　　そこで左手の土塁を見たところ



　本郭を取り巻いて西側から南方向に続いている



　　　　　同じく、右手の土塁を見たところ



　本郭を取り巻いて東側から南方向に続いている



　　　　本郭を北側から南方向に見たところ



　　そこで左手を見たところ



　　同じく、右手を見たところ



　　　　このエリア内が畠山重忠の館跡と云う



　　　これは西方向を見たところ/手前は本郭の標石/前方に細長い石碑が立っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/VDwz9kCz-Ok


これがその石碑/背後は土塁が巡っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/jKnWXPURsX0


　　　　そこで振り返って見たところ/西側から東方向を見たところ



　　　左手を見たところ



　　　右手を見たところ



これが背後（西側）の土塁 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/T-t8sHu1xx8


　　　左手を見たところ



　　　右手を見たところ



　　　振り返って東方向を見たところ/前方に細長い石碑が見える



左手の土塁を見たところ/西側から東方向に見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/wNrpSR9waCQ


　右手の土塁を見たところ/土塁は前方で左手（東方向）に折れて、本郭を取り巻いている



　　　これは東側から西方向に本郭を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/qMre24dfuM4


　　そこで左手を見たところ



　　　土塁が回っている



　　同じく、右手を見たところ



　　　土塁が回っている



その先を見たところ/東側から西方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/7oEg8knWunA


振り返って東方向を見ると、土塁の切れ目があり、ここは生門跡 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/2P0pWrKFB-s


　　　　その先は急峻な斜面となっている



さて、ここは本郭南西隅の土塁上/前方で右手（北方向）に折れている/左手は南側の堀 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/apEVMoNKUxM


　　　　　　振り返って東方向を見たところ



　　少し東方向に進んで、振り返って見たところ/左手の土塁の下は南郭の東側のエリア



　堀底に下りて、東方向を見たところ/左手が本郭/右手の土塁の下が南郭の東側のエリア



堀底を東方向に進んで、更に東方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/KSluHSXxRyU


　　　　そこで振り返って西方向を見たところ



　　　更に東方向に進む/左手が本郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/sxeCDK8eKYE


　右手の土塁を見たところ/その背後の下部は三ノ郭の東側のエリア



　　その右手を見たところ



更に東方向の堀底で、東方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/enCBb5jU3VI


　　　　　　振り返って西方向を見たところ



　　　　　　更に東側で東方向を見たところ



　　　　　　振り返って西方向を見たところ



その東方向に進むと、前方で急峻な斜面となっている/手前が南郭の東側のエリアから本郭への通路 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/Ep8BtSVQ41Y


　　その先端がこんな塩梅



そこで振り返って西方向を見たところ/右手が本郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/tTzamkoM_AA


　　　　　　傍にはこんな「注意書き」が・・・



　　　　菅谷館跡の鳥瞰写真/下が都幾川

埼玉県立嵐山史跡の博物館　資料より
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