
 

 

 

 
 

 

開催日： ２０１５年３月２９日（日） 

 

主催：北勢線の魅力を探る会 

後援：桑名市、いなべ市、東員町、北勢線事業運営協議会、三岐鉄道株式会社、 

桑員まちのファンクラブ、都市環境デザイン会議中部ブロック 

桑名歴史案内人の会、ふるさといなべ市の語り部の会 
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整田之碑                    岡本 浩平 

 天気予報が芳しくなかったので参加者が少ないの

ではと案じたが、七和駅には予想外に多数の方々が

参加してくださった。駅から南へしばらく行き弁天

川を渡ると石碑が建っている。「整田之碑」である。 

 これは七和土地改良区が行った、弁天川と員弁川

に挟まれた広大な農地の区画整理事業完成記念碑で

ある。土地改良区というのは、農地の所有者や耕作

者で組織する組合である。町の中で行われる区画整

理は、国土交通省所管の「土地区画整理法」で定める事業であるが、これは農林水産省所

管の「土地改良法」による事業である。 

 非常に狭く不整形であった農地を、広く長方形に整理された農地に作り替え、全ての農

地が道路、用水路、排水路に接するようになる。これによって田植機や稲刈機が田圃に入

ることができて農業が非常に楽になった。 

さらに各所に散らばっていた農地を所有者ごとに集団化することで、より効率的な農作

業ができることになった。新しい土地に所有権などを割り付け直すことを換地というが、

これは先祖伝来の、愛着のある耕作地の場所が変わるために、不満者が出たり、紛争が起

きやすいものである。しかし、この地区は組合員の協力がよく、昭和５１年から５６年の

短期間で円満に完了し、子孫に美田を残すことができた。 

整田之碑を後にして、昼頃という予報より早く降り出した小雨の中を五反田八幡社に向

かった。 

 

岡本さん説明              整田之碑 

第２４回北勢線の魅力を探る 

「星川の観音さんと五反田の大日さんに逢いたくて」 

参加者：１０２名 

協 力：五反田自治会長、大日堂、安渡寺、傳西寺 
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八幡社から大日堂へ              水谷一夫 

＜八幡社＞                                

 「整田の碑」を離れる頃には雨も本降りとなって、弁天川の堤防道を傘を差して八幡社

へ向かった。一行が八幡社に到着すると、この神社について説明をして頂く自治会長の田

中實乗さんは、雨の中、すでに拝殿の前でお待ちになってみえた。 

 

 五反田の八幡社の祭神は、品陀和氣命（ほむだわけのみこと）・大山祇命（おおやまづ

みのみこと）・火産霊神（ほむすびのかみ）の三柱である。品陀和氣命は応神天皇のこと

で、母親の神功皇后が新羅征伐から帰国した直後、筑紫で誕生した。皇后の摂政に就いて

３年後、皇太子に立って大和の磐余（いわれ）に居し、天皇即位後は大和軽島に都を遷し

て明宮（あきらのみや）を造営した。多くの史家は応神期をもって日本の国家確立期とし

ていて、弓月君（ゆつきのきみ）が百済１２０県に住む人々を率いて帰化し、百済王の太

子阿直伎（あちき）の来朝があり、百済から王仁（わに）が論語・千字文を持って来朝す

るなど、この時代には三韓からの文化が渡来した。 

 １１０歳で崩御された応神天皇は（『日本書紀』による。『古事記』は１３０歳とする）、

欽明天皇３２年(５７１？) 、その霊が宇佐郡厩峯と菱形池の間に降臨し「われは広幡八幡

大神なり」と告げられ、その地に鷹居社が建てられた。神亀２年(７２５)に現在の社地、

小椋山（亀山）に一之殿が造営されたのが宇佐神宮の創立とされ、以来、八幡信仰が起こ

る。天平１５年(７４３)、東大寺建立の時に宮司などが造営を支援する託宣を携えて上京

し、中央と結びつきを強めた。神護景雲３年(７６９)、称徳天皇の時、朝廷から派遣され

た和気清麻呂による神託事件では皇位の継承まで関与するなど皇室の宗廟として崇拝され、

信仰を集めた。 

 貞観元年(８５９)、大安寺の僧行教が宇佐神宮において「われ都近き男山の峰に遷座し

て国家を鎮護せん」という神託を受け、翌２年、清和天皇が社殿を造営したのが石清水八

幡宮の創建とされる。皇室・朝廷から京都の南西、裏鬼門を守る王城守護の神として篤く

崇敬され、中世以降は伊勢神宮と並び二所宗廟の一つに数えられた。さらに清和源氏の氏
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神として崇敬を集めて武神・弓矢の神とされ、源頼朝による鶴岡八幡宮をはじめ足利氏・

徳川氏など源氏各氏によって全国的に数多くの八幡社が勧請され、一般民衆にも八幡信仰

が広まった。 

  

五反田八幡社             田中實乗さん説明 

 さて、五反田の八幡社について、『三重県神社誌』（三重県神社庁編・平成５年１０月発

行）には「社伝では天徳元年８月創立(９５７)とあるが詳細は不明。天徳元年８月と記し

た棟札や、建武年間(１３３４～３６)の棟札があると明治１５年(１８８２)の神社明細帳

にある。」と記載されているが、現在は確認できない。田中さんは神社の創立された時期

を、古来、集落を形成していたこの神社より南、員弁川沿いの前友が度重なる洪水に遭っ

て、より高い北貝戸に移住した江戸時代中期、正徳期(１７１１～１３)のことと説明され

た。転出した傳西寺の跡地に創立された時に建てられた社殿は茅葺きで、のち安永８年

(１７７９)と文政３年(１８２０)に改築され、現在も拝殿の前に文政３年８月に氏子の寄

進した「御神燈」が立っている。その後、明治２０年(１８８７)に拝殿が、大正１２年(１

９２３)に本殿が改築され、この時、村社に昇格したこともあって鳥居や燈籠などが寄進、

建立された。 

また、明治４０年(１９０７)１０月、大山祇命を祭神とする山神社２社と火産霊社の合

祀を許可され、大正７年(１９１８)に山神社を合祀している。火産霊神はイザナギ・イザ

ナミの二神から生まれた最後の子神で火伏せの神である。近世、桑名領において八天宮と

いう火防の信仰が広く行われていた。これは桑名藩主松平定綱の母が感得した八天狗を、

その後、定綱はじめ歴代藩主が深く信仰を捧げたもので、文政７年(１８２４)には火防の

ために八天宮を各町村に鎮座すべき旨の達書が出されている桑名領内独特の火防の神の信

仰である。維新後、八天宮という社名も火産霊社という古来の名に改称され、そのほとん

どは明治末期に氏神に合祀された。 

さらに境内の南側の小高い空き地は、星川に移転した傳西寺に安置されていた大日如来

像をお祀りしていた大日堂が昭和４５年まで建っていた場所である。 

 

＜大日堂＞ 

 八幡社から北勢線の七和２号踏切を渡り、律令時代、員弁郡司の職田５反がこの地にあ
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ったことから地名となったといわれる五反田の家並みが続く細い道を長く伸びた一行は大

日堂に向かった。五反田は古くから稲作を中心とした農村で、員弁川沿いに水田を拓き、

その中をやや高くした場所に家を建てて集落を形成していた。しかし、大雨で増水する員

弁川の氾濫に遭って幾度かの洪水に見舞われ、江戸時代中期の正徳から享保(１７１１～

３５)にかけて、それまで住んでいた前友の俗称屋舗からより高地の北貝戸に集団移動し

た。現在の八幡社の創建もその頃のことである。 

 

 大日堂              お堂の中               大日如来像                  

さて、地蔵堂の前を通って、脱がれた多くの靴で足の踏み場もない入り口を上がってお

堂の中に入ると、文字通り立錐の余地のない超満員で、ご住職は「今日は昭和４５年にこ

のお堂ができて以来一番多くの参詣者がお越し頂きまして…」と、前置きされてお話しを

始められた。 

 安置されている大日如来像は、昔、五反田にあった真言宗の傳西寺の本尊であった。こ

の仏像は鎌倉時代から同寺にあったとも伝えられるが、寺の創立された時期と同様、確か

なことは分からない。慶長３年(１５９８)に入寺した一乗庵祖道が、のち真宗に転派して

寺が星川に移転したため、小堂を建てて残された大日如来を安置した。その後、傳西寺の

跡に建てられた八幡社が文政３年(１８２０)に拡充改築された際、大日堂を建立してお祀

りした。 

昭和１１年(１９３６)先々代の住職―現住職のご尊父―が大日堂の堂守として入寺し、

のち大安町南金井の徳善寺から入られて３年前に遷化された先代の時、昭和４５年８月に

現在地に移転した。地区で護持されている寺号を持たない非法人の寺で、各家の回忌など

の法事を真宗の仏事で執り行っている。 

大乗仏教は自己の悟りを求めるだけでなく、他人をも悟りの道に誘うことをしなければ

ならないと教える。そのために阿弥陀如来や薬師如来など様々な仏が作り出されてきた。

しかし、釈迦を中心として如来を一つのものに統一する思想が起こり、それば華厳経など

に説く盧遮那仏（るしゃなぶつ）を仏教の本源の仏と考え、その仏があらゆる世界に釈迦

となって出現して説法すると説いた。大日経と金剛頂経に説いている大日如来はこの思想

を進展させて成立させたもので、日本の真言密教はこの二つの経典を一つのものとして教
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義を展開していった。両経典によって制作された大日如来の姿は両者ともに、頭に高い髻

（まげ）を結い、宝冠、首飾りなどを付けた、いわゆる菩薩形をとっている。しかし、そ

の印相は異なり、大日経による大日如来像は膝の上に両掌を重ねている禅定印で、これを

法界定印という。それに対して金剛頂経によって作られたものは、両手を胸の前にさげ、

左手の人差し指を右の掌で握っている印相で、これを智拳（ちけん）印という。 

大日如来像は如来でありながらも、装飾を付けていない他の如来とは異なって王者の姿

としての菩薩形に似た姿をとっているが、菩薩の場合よりも装飾は遙かにきらびやかで、

如来・菩薩などの諸尊を統一する最高の地位を象徴するものとして、王者の姿が取り上げ

られたものと考えられている。この大日如来の印相のうち、胎蔵界大日如来の結ぶ法界定

印はさとりの境地を象徴するもので、また、金剛界大日如来の結ぶ智拳印は考える場合の

動作、考えを決定してこれから行動に移ろうとする直前の動作とも見られる。理の世界を

説く大日経の本尊が法界定印を、また、智の世界、働きの世界を説くといわれる金剛頂経

の本尊が智拳印を結んでいることは、ともに適切な表現といえる。（昭和４０年４月発行

『ＮＨＫブックス、仏像・心とかたち』の「絶対の探求―大日如来像―」から） 

大日堂の大日如来坐像は、高さ６０㎝余の一木造り、智拳印を結ぶ金剛界の大日如来像

である。１３世紀、慶派の仏師の作ともいわれるが正確な造立の時期は分からない。また、

収める厨子は横幅１０６㎝・奥行９１㎝・高さ１４１㎝。大きな一木を刳りぬいて作られ、

三河の仏師集団の手によるものともいわれている。毎年９月８日に盛大な夜祭りが行われ、

大日如来も年１回この日のみ開帳されているが、今回、特別に開帳して頂き、参拝するこ

とができた。この大日如来は五反田の人たちから「雷よけの仏」と尊崇されていて、「昔

は芳ヶ崎にはよく雷が落ちたが、五反田は無事だった。と言われていましたが、最近は五

反田でも落雷があるようで…」とは、ご住職にお言葉でした。 

桑名市内の大日如来像は、久米の島田と多度町猪飼とここの３か所のみに祀られている

希少な仏像で、その大日如来像をじっくりと拝観されている皆さんが集まるのをしばらく

待って、星川の安渡寺へ向かって自動車の往来の激しい濃州道を一列になって歩いた。途

中、東西南北を教える道標のある四つ角を「北多度道」の方に曲がってすぐ右折し、天皇

八幡社の裏の坂道を上って住宅に挟まれた道を通り、森忠神明社の手前で再び濃州道に出

た。道の左手の「子安観世音菩薩之霊場」の標柱と「ツボミ膨らむ」のソメイヨシノに一

行は迎えられ、相変わらず止まない雨の中を安渡寺の本堂へ向かう石段を上った。 
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安渡寺                    伊藤 通敏 

 安渡寺は星川山多門院と号す真言宗のお寺で、伊勢西国 33 所観音の 30 番、桑名観音巡

り33箇所霊場の28番札所になっている。本尊は聖観音菩薩で昭和33年に市の文化財に指

定されている。この仏様は秘仏で普段は厨子の中に入っており、参拝者は手前の「前立ち

さん」と呼ばれる複製の観音像を拝観するのみであったが、今回は 17 年ぶりの厨子の御開

扉である。 

 安渡寺は濃州道添いの小高い丘の上にあり、本堂は朱塗りの鉄筋コンクリート造りで昭

和 38 年の改築だ。今日は本尊の御開扉で午後には稚児行列も行われるとあって、境内に

はテントが張られ、お寺の関係者が大勢待機しておられた。 

 本尊の聖観音菩薩とは千手観音や十一面観音などのように化身していない本来の姿の観

音さまで、お顔は一つ腕は一対の容姿である。高さは 30cm 位の小さな仏様で、檜の一木

造りで平安時代中期の作とされる。観音様は正式には観世音菩薩と言って、その名の通り

衆生の声を聞き，その求めに応じて救いの手を差し伸べて下さる慈悲深い仏様で、ここの

観音様は左手に蓮花を持ち、右手は施無畏手（せむいしゅ）の印相を結んでいる。施無畏

手とは「恐れなくてよい」と相手を励ますサインだそうだ。 

 

 安渡寺の階段を上る    本堂                  聖観音菩薩 

 このお寺の所在する星川は大変歴史の古いところで、平安時代末期には「星川市庭（い

ちば）」という物資交換の市場があり、員弁川に港もあったといわれる。この観音様は当時

から星川に祀られていたようで、現在南富田にある善教寺というお寺の本尊の阿弥陀如来

像（重文）の胎内に納められていた藤原実重の「作善日記」という文書にこの星川のお寺

のことが記されている。「貞応 2 年(1223)ほしかわの御堂葺くに銭百結縁す」「文暦２年

（1235）星川の観音堂一斗五升ほど番匠（大工）めしけにす」等の記述が見られ、鎌倉時

代前期にここ星川に観音堂があったことがわかる。 
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 一行は本堂へ上がらせていただいて巡に本尊を拝観

した。17年ぶりに公開された観音様は千年の歳月を経

て褐色にくすんでいたが、凜とした立ち姿でお顔には

柔和な微笑みが感じられた。 

 また、この本堂の天井は格天井になっており、それ

ぞれの区画には四季の花が彩り豊かに描かれていた。 

 一行はお寺の裏門から住宅地を通り抜け、嘉例川沿

いの星川城跡の竹藪を右手に見ながら国道 421 号線を横断して稚児行列の出発地傳西寺に

向かった。沿道には五色に染め抜いた真新しい仏旗が折からの雨に濡れていた。 

 

傳西寺                    松岡節子 

国道４２１号線星川西信号交差点を北へ２００メートル程先の小高い集落の中に真宗大

谷派究竟山傳西寺の白木造りの立派なお寺がある。現住職は１９世佐々木恵精（ささきえ

しょう）さま。親鸞聖人７５０回忌御遠忌法要に合わせ三年程前、本堂、書院、鐘楼等が

新築されたばかりで、まだ木の香がするような美しい姿です。向拝の梁や本堂の欄間など

は１２０年程前の部材を再使用されたそうです。 

傳西寺は往昔は真言宗のお寺さんで「七和村五反田ニアッタ。舊地ハ今ニ寺屋敷ト稱ス」

（員弁郡誌）としています。和泉国の頼識と云う人が快楽山傳西寺として開基（年代不詳）

したとお庫裡さんに教示して頂きました。慶長３年（１５９８）三河国の一乗庵祖道と云

う僧が入寺し真宗に改宗しその後星川に移転。当時の星川の様子を「七和の歴史」は丸山

と云う樹木の繁っていた一つの山丘であったと記しています。真言宗の時の傳西寺の本尊

は現在、五反田の大日堂に安置されている本尊、大日如来さんです。 

真宗に改宗した傳西寺は山号をお釈迦さんの教えの中から親鸞聖人が大経、観経、小経

の３つのお経を選ばれた中の、大経の中の悟りに至る教えの一つの①事理の極まったとこ

ろ②極めて優れている③断ずべき迷いもない「究きょう円満の境地」等の深い意味を持つ

「究竟山（くきょうざん）」です。 

 

 傳西寺                本堂内               阿弥陀仏 
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本堂の正面の欄間は前の七間の本堂に嵌まっていたものを新築の６間の本堂に嵌められ

ているので脇まで欄間が入り豪華です。今にも飛び出さんばかりのダイナミックな龍、仏

の教えを古代インドの戦車の様な輪にたとえた法輪の欄間は必見です。本堂には門徒さん

が精魂込めて制作された素晴らしい天女の描画や一刀彫の阿弥陀仏が寄進されています。

鐘楼の大正１４年、第１７世 佐々木精の銘がはいる梵鐘は、戦後四日市石原産業に乳頭

が取れて残っているのを村人が見つけ荷車で運んだものだそうです。傳西寺は「村のお寺

さん」の名で親しまれ、今も児童の日常の遊び場所としてまた村の総会の場や老若男女の

憩いの場として参集されていると伺いました。 

今日は安渡寺の秘仏「聖観世音菩薩像」の本開扉の法要行事の一つ稚児練り法要の為、

稚児行列の受付に稚児衣装の着付けそして出発地の会場となりました。２２０名程の申し

込みがあり付き添いの方などを含め総勢千人近くになるようで大混雑が予想されました。

すでに付き添われて稚児さんは本堂の中で支度待機中です。その上、朝から降り出した雨

もだんだん強くなってきました。ウオーク参加者も到着予定が大幅に遅れています。１１

時２０分を過ぎもう拝観は遠慮させて頂いた方がと申しますと「お庫裡さんから聞いてい

ます。お寺を知って頂く良い機会ですから観て行って下さい」と役員さん。配慮をして頂

き、１１時３５分境内のテントを借りて説明をいたしました。続いて近藤代表の挨拶があ

り自由解散となりましたが、多数の方が拝観をさせていただき無事に終わる事が出来まし

た。お庫裡さんはじめ地元の方々に感謝しつつ傳西寺を辞しました。 

 

 

藤が丘デザイン公園              西村 健二 

 傳西寺で解散のあと、約３０人が次の藤が丘デザイン公園を目指しました。雨がそのま

ま降り続いていたので、公園のすぐ前にある藤が丘小学校の体育館の軒元を借りてお弁当

を食べました。 

  

 藤が丘デザイン公園                体育館軒元で昼食 
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＜藤が丘デザイン公園の沿革＞ 

藤が丘デザイン公園は、桑名市藤が丘 4 丁目 105 に所在する公園で、平成 3 年（1991）

11 月 2 日に開園しました。面積は 3.15ha で桑名市内の公園 191 ヶ所の中では 8 番目に大

きな公園です。都市公園の種別としては住区基幹公園の内の近隣公園に分類され、主とし

て近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園ですが、施設の充実や利便性、

デザイン性の高さから市内外を問わず多くの利用者が訪れています。桑名市内の近隣公園

の中では大山田第三公園に次いで 2 番目に広い公園です。 

デザイン性や園内設備の工夫とライトアップなどの演出が評価され、平成 4 年（1992）7

月に建設省から手づくり郷土賞（ふるさとの色と光部門）が贈られました。桑名市内では

平成 3 年（1991）7 月に素材部門で受賞した七里の渡跡に続いて 2 年連続の受賞となりま

した。手づくり郷土賞は昭和 61 年（1986）度に創設され、平成 26 年（2014）度までに三

重県内では第 1 回で受賞した菰野町菰野のあかね橋、平成 2 年（1990）度の四日市市の智

積養水など 23 件が受賞しています。公園の南入口には中部建設協会（平成 25 年（2013）4

月 1 日に中部地域づくり協会に移行）から寄贈された受賞モニュメントがあります。 

 

表 1.桑名市の公園面積（上位 10 施設）         （平成 26 年 3 月 31 日現在） 

順位 公園名 所在地 種別 面積 開園日 

1 総合運動公園 播磨 運動公園 12.35 平成 17.10.23 

2 長島運動公園 長島町押付 運動公園 10.90 昭和 48.3.31 

3 播磨二号緑地 陽だまりの丘 都市緑地 10.22 平成 21.5.1 

4 九華公園 吉之丸 地区公園 8.65 平成 2.6.1 

5 播磨中央公園 陽だまりの丘 地区公園 8.45 平成 15.4.29 

6 水郷の森 長島町内 総合公園 5.00 平成 15.6.6 

7 大山田第三公園 大山田 近隣公園 3.49 昭和 55.6.20 

8 藤が丘デザイン公園 藤が丘 近隣公園 3.15 平成 3.11.2 

9 播磨一号緑地 陽だまりの丘 都市緑地 2.60 平成 17.7.17 

10 大山田第四公園 筒尾 近隣公園 2.19 昭和 55.6.20 

 

＜園内のモニュメント＞ 

南入口の正面には「生命樹」のモニュメントが飾られています。これは平成 3 年（1991）

4月 1日から 9月 30 日にかけて、大阪府大阪市鶴見区と守口市にまたがる鶴見緑地で開催

された国際花と緑の博覧会会場内、山のエリアにあった国際陳列館のシンボルモニュメン

トとして制作されたものを同年 11 月に移築したものです。作者は宮城県仙台市出身のフ

ァッションデザイナー菱沼良樹（1958～）氏で、生命の生き生きとしたエッセンスと自然

のもつ様々なダイナミックな感動を表現しています。寄贈者は国際陳列館の運営にあたっ
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た松下幸之助花の万博記念財団（昭和 63 年（1988）12 月 9 日設立）ですが、同財団は平

成 22 年（2010）8 月 2 日に松下国際財団（昭和 63 年（1988）1 月 8 日設立）に吸収合併さ

れ、同時に財団の名称を松下幸之助記念財団と改めました。本部は大阪府門真市門真のパ

ナソニック本社内にあります。 

 南入口の脇には国土地理院の三角点があります。また、生命樹近くの「ふるさとの小道」

と名付けられた園内散策路脇には平成 19 年（2007）3 月 29 日に藤が丘小学校生徒たちの

記念植樹碑（三重県造園建設業協会が建碑）があります。 

  

 生命樹                        ジャックとつたの木 

 園内で最も目立つ施設は丘陵上にそびえる展望台「ジャックとつたの木」です。デザイ

ンは三重大学の学生 3 人（大谷博三氏、加賀尾和紀氏、弓場泰子氏）によるもので、桑名

市と住宅・都市整備公団が主催し、三重大学工学部建築学科今井教授研究室の協力で開催

されたデザインコンクールにより選ばれました。丘の上から天に向かって伸びる「つる

（蔓）」をイメージし、「つる（吊る）」をかけて吊り階段で上る構造になっています。展

望台からは全方角を見渡すことができ、夜景を眺めるために床には星座の解説が施されて

います。 

今井正次（1943～）氏は岐阜県岐阜市出身、名古屋大学工学部建築学科を卒業、三重大

学教授を経て、平成 19 年（2007）に退官した後は三重短期大学教授となりました。主に医

療施設建築を専門としていました。住宅・都市整備公団が施主となり、大藤建設が施工し、

平成 3 年（1991）10 月に竣工しました。住宅・都市整備公団は昭和 56 年（1981）10 月 1

日に日本住宅公団と宅地開発公団を統合して設立され、平成 11 年（1999）10 月 1 日に都

市基盤整備公団に改組、平成 16 年（2004）7 月 1 日に都市再生機構となりました。大藤建

設は昭和27年（1952）5月1日に河原藤一によって愛知県愛西市で設立され、平成8年（1996）

4 月 1 日に桑名市野田に桑名営業所エコ・ファーストを開設しています。なお、インター

ネット上での検索によれば、大谷博三氏は竹中工務店、加賀尾和紀氏は鴻池組、弓場泰子

氏は三重県庁に所属しているようです。 
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山嘉（やまよし）のみち～山神社～蓮花寺駅        集山一廣 

 デザイン公園から南東の方角に向かって歩く。このあたりの住宅は比較的新しく、モダ

ンな家並みが続く。周りは団地造成時に取り残された起伏のある雑木の景色を見ることが

できる。行き止まりになった団地の端から下の地道に降りられる階段がＬ字に取り付けら

れている。この階段は団地の宅地造成によって失われた元々あった地道とを繋ぐ、ジョイ

ントの役目をしているのだろう。数日前までは、草が生い茂ってとても歩けない状態であ

ったので、事前に 5、6 人で草刈りを行ったところ、たまたま居合わせた近所の人たちに感

謝されてしまった。 

 この階段を降りて、竹林や雑木に囲まれたゆるやかに曲がった地道を歩くと、猟犬らし

き犬舎や畑も見受けられ、昭和 40 年代から始まった団地造成以前の里山の景色そのままを

残しているのが分かる。私は、この長さ 300ｍ程の小道を「山嘉(やまよし)のみち」と名

付け、季節の良いころはお気に入りの散歩コースとしている。昨年の春、第 22 回「蓮花寺

から北別所に息づく里山を歩く」のコースで紹介した「鉄塔のみち」も、お気に入りの散

歩コースとして紹介した。 

 

 山嘉のみちに入る階段      山嘉のみち            神田池の堤 

山嘉のみちから車道に出たところに武藤牧場という牛舎があり、近くに直売の精肉店「山

嘉(やまよし)」がある。武藤牧場と精肉店の経営者は武藤嘉門さんである。その名前から

店の名として名付けたそうである。昭和 30 年代に先代がこの地で創業。肉牛を育てていた

先代の遺志を受け継ぎ、精肉店「山嘉」を平成 8 年にオープンしたのだ。牛舎の創業時は

蓮花寺の旧集落から少し離れていて、周辺には何もない地の果てだったそうである。その

武藤親子の労苦に敬意を表して、この小道を「山嘉のみち」と勝手に名付けたのである。 

 国道 421 号のトンネルをくぐり、蓮花寺川に沿って神田池の堤を歩き、暫くすると小さ

な祠が目に入る。ご神木のようなエノキの大樹が落雷で枯損したのであろうか、大胆に低

く切られ、「吹かし直し」のように小枝が切り口に伸びてきているのが、近くに寄ればよく

分かる。地元では山神社（下の宮さん）といい、祭神は大山祇命(おおやまつみのみこと)

である。山の神は春には山から里に下って、田の神となり、秋の収穫がすむと、また山に

帰るといわれる。また、農民のいう山の神と、炭焼き・木樵など山稼する人々の信ずる山

の神とは関係ないといわれる。 
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 県内ではこの山神社は数の上では第 1 位で五百柱程もあったが、当地区内では明治 42、

3 年頃に村の神社に合祀されたものが多い。かつては社前で大篝火(どんど)を焚き、正月 3

日の山の神の祭に、書初めを火上に差し伸べ、火勢で高く上がれば手蹟が上がると言って

喜んだ。また、同時に鎌餅を竹で挟んで焼いたのを家に持ち帰り、保存して食べれば病魔

を除くといわれた。今では、近くの宇賀神社の境内で大篝火(どんど)を行っている。 

 
 山神社                             蓮花寺駅 

山神社を過ぎれば、最終ゴールの蓮花寺駅である。蓮花寺駅は平成 20 年(2008)に在良小

学校体育館の前から、130ｍ西に移転・新設され、すっきりとしたモダンな駅舎である。

駅前広場は在良市民センター駐車場を拡充して整備し、駅をはさんで南北に利用者用駐車

場を 31 台分を確保している。 

（参考：桑名市史 桑名の民俗 わが町蓮花寺 他） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

番外編  

 この武藤牧場見学については、今回のコースのサプライズとして当日発表する運びであ

ったが、あいにくの雨天のため、発表を断念しました。後日

人数で「餌やり体験ツアー」なる企画を楽しみました。

 

 牛舎は昭和

譲り受けて牛舎に改造したとのことです。この地の字名が清水という通り、良い湧き水に

恵まれ（今も井戸水を使っている）味噌作りにとっても適地だったようです。現在の牧場

には黒毛和牛約

牛の飼料について

・稲わら 

・麦稈(ばっかん

でロールを作る。

・牧草→基本的にコストの関係でアメリカ産がほとんどでスーダン、チモシーという呼び

名です。北海道産の競走馬用の牧草（スーダン）が最高級だそうですが高くて手が出な

いそうです。

・配合飼料→大豆・大麦・コウリャン・トウモロコシ・あと「ふすま」といって小麦のぬ

かを混ぜています。

子牛の餌は草系で胃袋を大きくさせ、配合飼料もたっぷり与えています。４つある胃袋を

強化し、消化力をつけるために牧

のだそうです。肉牛となる牛には栄養価の高い飼料を与え、

kg となります。母牛となる牛は約

 牛舎は掃除が行き届いて意外と清潔でした。杉やヒノキのおがくずを敷き詰めて、

日で交換しています。清掃後の牛糞は、籾殻を混ぜ敷地内にある巨大なコンポストで発酵

させて堆肥化しています。無料でお持ち帰りいただいており、すべて肥料として消費して

おり、産廃としての処分はしていないということです。

（週に 3 日、武藤牧場で牛の世話をされている、元桑名市職員の石川さんから）
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子牛の餌は草系で胃袋を大きくさせ、配合飼料もたっぷり与えています。４つある胃袋を
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日で交換しています。清掃後の牛糞は、籾殻を混ぜ敷地内にある巨大なコンポストで発酵

させて堆肥化しています。無料でお持ち帰りいただいており、すべて肥料として消費して

おり、産廃としての処分はしていないということです。

日、武藤牧場で牛の世話をされている、元桑名市職員の石川さんから）
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