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開催日： ２００８年９月１５日（月・祝） 
 
 
主催：北勢線の魅力を探る会 
後援：桑名市、いなべ市、東員町、北勢線対策推進協議会、三岐鉄道株式会社 

桑員ふれあいの道協議会、桑員まちのファンクラブ、都市環境デザイン会議 
 

第１１回 

竹林の小径 

三 崎 踏 切

聖衆寺 
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上野御膳水         西村 健二  

 

第 10 回は積雪のため突然の欠席が相次ぎましたが、今回は 117 名もの参加者があ

り、集合場所の馬道駅は大混雑でした。駅で簡単な挨拶と説明を済ませて、丘陵に

沿って西へ進むと 5 分程で最初の目的地である上野御膳水に到着しました。  

    

 

        

 
 御膳水は北側の丘陵から湧き出る水を導いたもので、訪れた時も筧からこんこん

と流れ出していました。江戸時代には城下の地下水は質が悪かったため、藩主の飲

用水はここから毎日運んでいたと言われ、「御膳」水と呼ばれます。上野村の旧家加

藤家に伝わる話では、御膳水には小屋が設けられており、その鍵は加藤家の当主が

預かっていたといいます。近隣住民はもとより桑名藩士たちにも生活の場、憩いの

場として親しまれており、江戸時代後期に桑名藩士渡辺平太夫によって記された『桑

名日記』にも平太夫が孫の鐐之助を連れて訪れたことが度々登場します。ここでは

その一部をご紹介しましょう。ただし、（ ）内は筆者が書き加えました。  

馬道駅での挨拶 はじめてみる女子制服姿 

西桑名行きの電車とすれ違う 線路に沿って歩く 

第１１回北勢線の魅力を探る  
～竹林・古刹から世界一の踏切を通って旧京橋へ～  

参加者：１１７名  
説明：西村健二さん、伊藤通敏さん、岡本浩平さん、集山一廣さん、西羽晃さ
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桑名日記(桑名博物館所蔵) 

○天保 12（1841）年 4 月 15 日 たゆう村（太夫村）へあがり、ふじせんげん（富士

浅間）御手うゑの松（桑名藩主松平定綱が植えた「根上がり松」、現在は枯死）のと

ころへ出る。御手うへの松の根にこしかけ、ちたごふり（知多郡）、いせあさま山（伊

勢朝熊山）かすかニ見ヘ、小ふねかずしれず見ヘ、おばばはじめてここへきました

とよろこぶ。それよりうゑの村（上野村）へ

出、御ぜん水へゆき、子ども水をのむともの

むとも鐐こ（鐐児、鐐之助のこと）ハわけて

たんとのむ。御ぜん水のわきのはちくの竹の

子したたか出てゐるを見て、おばばも子ども

もこれハこれハとながめてゐる。しバらくす

ずミて、そろそろ七ツ半まへニ帰る。  
○天保 12 年 7 月 27 日 鐐之助もつれてゆき、

かた山へより、はしり山（走井山）へ参り、

御ぜん水へゆこうといふゆへはしり山のうわミち（上道）よりうへのむら（上野村）

へおり、御ぜん水へ出、鐐したたか水をのミ、手がきれるよふニつめたへといふ。  
 日記を読んでいると御膳水で憩う平太夫と家族のほほえましい情景が浮かんでき

ます。余談ながら天保 12 年当時、孫の鐐之助は数え年の 6 歳でした。御膳水を訪れ

るごとに、水をたくさん飲んだり、冷たいとはしゃぐなどその腕白ぶりが伝わって

きますが、安政 3（1856）年 8 月に 21 歳で亡くなっています。  
 地元上野では「御膳水は夏に冷たく、冬に温い」と言われています。夏休みに外

で遊びまわってから御膳水に行き、口にするとひんやりして美味しかった思い出が

あります。また、石取祭叩出の夜、上野町の祭車はこの御膳水の前の道を通り、溜

池前で休憩をとりました。汗や酒にまみれた顔を御膳水で洗い流し、配られたお茶

とおにぎりを頬張ったものです。しかし、古くから親しまれた名水も丘陵上は開発

され、現在は水質検査も行っていないため飲まないようにご注意ください。  
 

    
 
 
＜参考文献＞  
渡部平太夫著 『桑名日記 一』 澤下春男・澤下能親 1983 

上野御膳水 
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井坂山冷水庵        西村 健二  

 

＜冷水庵縁起＞  
 上野溜池から西へ進むと電柱の横に明治 32（1899）年 12 月に建てられた小さな

道標があり、「右西方 左太夫道」と刻まれていました。道標を過ぎると山道に入り、

十念寺の境外墓地を経て登りきったところに冷水庵がありました。冷水庵は上野村

の集落北側の丘陵上に位置する曹洞宗の寺院で、宝暦治水の薩摩義士の墓所として

有名な海蔵寺の末寺です。山号を井坂山といい、上野の丘陵沿いには「御膳水」「冷

水庵」「井坂山」など水にちなんだ名称が目立ちます。かつては上野の山水はお茶に

適していたという伝承もあり、名水の地として知られていたようです。  

   
 
 冷水庵では桑名歴史案内人の会の元会長加藤勝己氏から寺の歴史を説明していた

だきました。寺の開創は詳らかではありませんが、もともと山道の途中、道が大き

く折れた所に加藤家の庵があったと言われ、現在の境内地は明暦 2（1656）年 2 月

に加藤茂右衛門（後に太郎左衛門を襲名）が 45 間四方の土地を寄進し、9 尺 2 間の

庵を建てたことに始まります。加藤家は走井山の西側一帯の土地を所有していたと

いわれる豪農で、土地を切り売りして年貢を納めたという話も伝わっています。ま

た、藩主から苗字帯刀（二本差し）を許されて代々太郎左衛門を襲名していました。

明治期の勘次郎の代になって桶屋を営み、桶勘の屋号で親しまれました。  
 現在の本堂は棟札によれば文化 13（1816）年 4 月に建てられたもので、大工棟梁

は松谷甚七郎藤原貞咊、挽引は飯島源蔵がつとめました。鬼瓦には文化 9（1812）
年 11 月の銘があり、瓦師久保邑源助が製作したことが分かります。その後、明治 20
（1887）年に本堂の屋根を葺き替え、昭和 46（1971）年 11 月に庫裏を再建、さら

に翌年 3 月に再び本堂の屋根を葺き替えて現在に至ります。  
 
 ＜歴代の住職＞  
 海蔵寺の檀家だった加藤茂右衛門は冷水庵を開いた際に海蔵寺から孤峰愚白を住

職に迎えました。愚白は海蔵寺 2 世天室長幡の弟子で元禄 16（1703）年 11 月 13 日

に 98 歳の長寿で亡くなっています。本堂の左右には天室が隠居後に今一色の安龍院

で彫った千体地蔵が並び、海蔵寺 3 世剱嶺樹大（1620～1700）の位牌も安置されて

冷水庵に向かう竹林   冷水庵 冷水庵で説明する筆者 
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本尊を納める桧の厨子

います。冷水庵 2 世は愚白の位牌を作った道西という僧が継承したと思われますが、

その後の 3～5 世は詳細が分かりません。本堂の位牌によれば 6 世背山玄梁、7 世堅

心道固と継承されますが、8 世は位牌がありません。言い伝えでは高価な仏像を持っ

て夜逃げし、そのために冷水庵は廃寺になってしまいました。ただし、本堂の棟札

や什物によって栄道高憲という名が判明します。その後 9 世祖関大道尼によって尼

寺として再興され、12 世まで尼僧が継承します。13 世は 12 世覚道尼の養女観瑞の

婿で小学校の教員をつとめた塚本義博が継承しましたが、昭和 48（1973）年 12 月

に亡くなると、海蔵寺の住職が兼務することとなりました。娘 2 人は既に嫁いでお

り、妻観瑞は海蔵寺の紹介で伊賀の寺に移ったため、冷水庵は無人の寺となりまし

た。その後、走井山勧学寺住職から世話人として十社出身の安達よしゑが紹介され

て寺に住み込みました。住民が女性一人で暮らすことに不安はないかと尋ねると「私

は大柄だし、柔道もやっていたから大丈夫」と頼もしく答えたそうです。その安達

よしゑも昭和 57（1982）年に亡くなり、再び無人の寺となりました。現在は上野自

治会と老人会「根上がり会」によって充分な管理がなされています。  
開基  孤峰愚白 元禄 16（1703）年 11 月 13 日寂 98 歳  
2 世  道西（推定）  
3 世～5 世  不詳  
6 世  背山玄梁  
7 世  堅心道固  
8 世  栄道高憲  
9 世  祖関大道尼 明治 24（1891）年 8 月 30 日寂  
10 世  法道大賢尼 大正 3（1914）年 7 月 25 日寂  
11 世  禅庵賢光尼 大正 8（1919）年 7 月 26 日寂  
12 世  大安覚道尼 昭和 19（1944）年 3 月 19 日寂（18 日とも記す）  
13 世  豊月義博 昭和 48（1973）年 12 月 17 日寂  
坊守  塚本観瑞 平成 14（2002）年 5 月 27 日寂 98 歳 明昌院大法観瑞法尼  
世話人  安達よしゑ 昭和 57（1982）年 4 月 5 日寂 86 歳 慈徳芳照禅定尼  
 
 ＜本堂の仏たち＞  

本尊の虚空蔵菩薩像は空海の作と伝わり、もともとは美濃

国高賀山（現在の岐阜県郡上市美並町高砂）にあったもの

を今一色の田村家の祖である白泉庵満空が享保 12（1727）
年 1 月に安置したものです。今一色は海蔵寺の住職天室長

幡が隠居した安龍院があり、海蔵寺の住職が何らかの形で

仲に入ったものと思われます。なお、高賀山は鎌倉時代後

期から虚空蔵菩薩信仰の山岳霊場として名高く、桑名とは

長良川によって結ばれており、上野村の丘陵からは同じ虚

空蔵菩薩信仰の霊場である朝熊山（伊勢市）も眺めること
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ができたことなどを考えると興味深い伝承です。本尊は 50 年に一度開帳され、本堂

前には昭和 25（1950）年 3 月と平成 12（2000）年 9 月 23 日に開帳された際の記念

碑が上野自治会によって建立されています。なお、本尊を納める桧の厨子は延宝 7
（1679）年 9 月に太田仲右衛門尉吉金という人物が寄進したと記されています。  
桑名の町年寄をつとめた太田半左衛門家の一族と思われ、

太田家は代々「吉」を通字としています。本尊に向かって

左側にある脇侍の地蔵菩薩像は鎌倉時代に流浪して当山

で尼となった平重盛一族の女性が背負ってきたという伝

説が『桑府名勝志』『久波奈名所図会』に記されています。

右側の脇侍は不動明王像で、江戸時代の作と考えられてい

ます。その他、宝永 2（1705）年 8 月に土仏山聖衆寺の信

行の作になる韋駄天像も安置されています。  
 
 ＜境内案内＞  
冷水庵の正面には昭和 4（1929）年 9 月 6 日に虚空蔵講中によって建てられた「虚

空蔵大菩薩」碑があります。これはもともと相生町にあったものを上野の住人西村

定次郎がもらい受け、飼っていた牛に引かせて移したものだそうです。参道を挟ん

だ向かい側には地蔵堂があります。これは本堂裏側の墓地周辺を自治会役員たちが

整備していたところ、その一人西村定次郎が土中から首と胴体が離れた地蔵を掘り

出して祀ったものです。昭和 59（1984）年 3 月に至り、信仰深かった上野村の西村

かず枝（定次郎の弟又一郎の妻）がコンクリート製の地蔵堂を建立しました。その

奥には亀跌と呼ばれる亀に乗った墓があります。阿波国阿波郡西林村（現在の徳島

県阿波市）の農家に生まれ、桑名藩校進修館の副教をつとめた佐 (さ )父 (ぶ )理 (り )希
(まれ )亮 (すけ )（1774～1820）の墓です。隣には妻柔の墓もあります。その西側一帯

には土地の寄進者加藤家一門の墓が並びます。当日はこれらの墓を加藤勝己氏がひ

とつひとつ丁寧にご説明いただいたことで好評を博し、出発後も残って加藤氏に質

問をする参加者がたくさんみえました。  

    
 

＜参考文献＞  
伊藤重清著 『桑府名勝志 巻六』 北勢史談会郷土資料刊行部 1953 
義道著 『影印校注 久波奈名所図会 中巻』 光書房 1977 

地蔵菩薩像 

冷水庵で説明する加藤氏 亀に乗った墓 
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太夫の大楠～増田神社   伊藤 通敏 

 
太夫の大楠  
 冷水庵から太夫の集落の狭い小路を西にたどって

太夫の大楠に着く。ここは説明箇所に入っていないの

で皆説明板を見たり、大楠の廻りを一周したりして過

ごす。この大楠は幹廻り約 10.8m、樹高が約 27m あ

り、地上 60cm のところから２本の幹に分かれている。

市の天然記念物に指定されている。説明板によればこ

の木は戦国時代の天正年間に敵に追われた三河の武

士が楠木の大木に隠れて一命をとりとめた。その武士

の母親が後にその大木が枯れてしまったのを聞いてお礼に植えたものだそうである。

天正年間に植えられたとすれば樹齢は約 400 年という古木である。今はしめ縄が張

って大切に守られている。  
 
増田神社  
 しばしの休憩の後近くの増田神社に着く。ここは伊勢太神楽で有名な神社である

が脇道へ入ったところにあり、見落としてしまいそうな神社である。この神社の社

殿は雨天でも神楽が奉納できるように大きな覆い屋で覆われているのが特徴である。

この日は特別に覆い屋の入口を開けていただいてその中で説明をさせていただいた。 
 この神社の由緒は、もとはこの丘陵の下方にあった立坂神社の末社で、太夫村氏

神の八幡社境内の別宮であった。明治末の神社合併令により隣村の神社に八幡社と

共に遷されることになり、神楽職達（当時 12 家）は非常に困惑し、代表者の山本源

太夫家敷地内山祇社に併設したものだそうである。  
 当社に伝わる伊勢太神楽（国指定重要民俗文化財）は、現在も伊勢大神楽講社を

神社に置き、所属６家が毎年 12 月 24 日に奉納する。その後元旦より各地各家を巡

歴して清め祓いをおこない、神楽を奏している。  

    
 増田神社入口 増田神社で説明する筆者 
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西桑名神社～高塚山古墳～聖衆寺   伊藤 通敏 

 
西桑名神社  
 増田神社をあとに県道を横断して西桑名神社へ、ここも説明箇所に入っていなか

ったが、先頭が境内に入って休憩していたので急遽説明することにした。  
 この神社は、戦国時代この地の西方の山上にあった西方城主の加藤勘助が八幡宮

として祀っていたとされる神社で、昭和初期に西桑名神社と改称されたらしい。こ

の神社の道路を挟んで北西に笹山溜池という農業用水の池があり、戦後北側の斜面

に古代の窯跡が見つかっていた。平成 17 年、池の半分を埋め立てるため調査を行っ

たところ新たに瓦窯３基が見つかり、この付近の西方廃寺跡から発見される瓦と同

じ文様の瓦が出土した。  

    
 
 
高塚山古墳  
 西桑名神社を出発し、笹山溜池を横に見ながらキウイなどが栽培されている山畑

の中を北へ進むと竹林に入る。道は鬱蒼とした竹林の中を右に左に大きくカーブす

る。林道のため一応アスファルトで舗装されてはいるのだが、竹の根がアスファル

トを押しのけてひび割れ、盛り上がっていて大層歩きにくい。  
竹林を抜けると急に視界が開けた。木曽三川が眼下に拡がり、伊勢大橋や長良川

河口堰も手に取るように見える。晴れていれば名古屋の市街も見渡せる程だが、今

日は生憎の曇り空で確認することはできなかった。  

       

 
 ここから少し北に入ったところに高塚山古墳がある。我々は近くの公園で、竹林

西桑名神社 西桑名神社を出て西方に向かう 

竹林の中 竹林を抜けて 高塚山古墳を望む 
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の中で大きく伸びてしまった列の最後尾を待って高塚山古墳の説明を始めた。この

古墳は全長約 56ｍの桑員地区最大の前方後円墳で、平成 16年の調査で盾型や朝顔型、

円筒埴輪などが発見されている。築造時期は埴輪の様式などから４世紀後半と推定

されるようだ。 

 墳頂には 88.6ｍの水準点があり、桑名の街のどこからでも見ることができる高い

場所に築かれている。また当時は尾張方面からも望むことができたに違いない。木

曽三川を見下ろすような位置にあることから、被葬者は当時この地方を支配した桑

名首（くわなおびと）の墳墓ではないかと言われている。現在古墳は私有地となっ

ており、勝手に立ち入ることが出来ないのは残念である。 

 

聖衆寺 

 この付近は住宅が増えてきているが、我々はその脇の小径を東へまた竹林の中へ

歩を進めた。この小径は舗装されてはいないが凹凸が少なく、先の竹林とは異なっ

て歩きやすい道になっている。道の脇に小さな渓流が見え隠れする。泉式部が硯の

水に使ったとされる式部泉はこのあたりのことを指すそうだ。やがて急な崖を登っ

て聖衆寺に到着する。 

 このお寺は真言宗のお寺で、神仏習合の名残か本堂にしめ縄が張ってある。鎌倉

時代初期の建仁４年（1204）の創建で、当時は 43 の僧坊を持つ巨刹であったと言わ

れるが、織田信長の北勢侵攻で全て焼かれてしまった。その後江戸時代中期に岡本

信行という僧が再興したのが今のお寺である。 

 信行は瓦師の出身で、瓦焼きの阿弥陀如来座像を作った。そのため「土仏さん」

として親しまれている。その仏像は今も阿弥陀堂の中に安置されている。この阿弥

陀様はお顔が少しうつむき加減に座っておられる。これは昭和 19 年の東南海地震の

被害の名残だそうである。阿弥陀堂の鬼瓦や軒瓦には阿弥陀菩薩が刻まれていて、

これも信行作と言われている。 

 この付近は昔から景勝の地として知られ、行楽の地ともなっていて、私も小学生

の時には遠足や写生大会でよくここを訪れた思い出がある。秋は紅葉が見事だ。阿

弥陀堂の裏には不動明王を祀る洞窟があり、また急な階段を登った奥の院には天狗

を祀る秋葉堂があって昔は寒中の夜になるとここの修業僧が法螺貝を吹いて桑名の

町を練り歩いたそうである。 

     
聖衆寺に向かう竹林 洞窟の中の不動明王 聖衆寺で説明をする筆者 
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照源寺            岡本 浩平  

 

 聖衆寺の石段を降りて照源寺へ向かった。 

 照源寺の南側の道は切り通しになっている。道の南側は個人の屋敷で、かつては

その広い庭の桜の木や紅葉が道を覆って美しく、静かですてきな雰囲気の場所であ

った。しかし、現在は分譲住宅地として樹木が全部伐り払われ、切り通しの丸石だ

った石垣もコンクリートブロック風の石垣に替わって、明るい道になってしまった

のは残念である。 

  照源寺へは、南側の脇から入った。市指定文化財である創建当時の山門は、現在、

解体修復のために取り払われ、また、下水道工事とかで、境内もやや明るくなって

いて、ここも雰囲気が違った感じである。  

    
 

 照源寺は、第３代桑名藩主松平定勝が亡くなった寛永元年（1624）にその子定行

によって創建された。創建時は崇源寺と号したが、２代将軍秀忠夫人が亡くなり法

号を崇源院とされたので、恐れ多いとして照源寺に改められた。以後、久松松平家

の菩提寺として藩主の定綱、定儀（越後高田藩）、定輝（同）、定信（奥州白川藩）、

定永、定和などの墓があり、「松平定綱及び一統之墓所」として昭和 12 年に三重県

の史跡に指定されている。  

また、境内には、市指定の天然記念物の夫婦松があ

る。かつては天然記念物であった一重と八重の花をつ

ける金竜桜は、枯死して若木が植えられている。  

さらに松平定信の歌碑、平岡潤詩碑、佐藤義一郎碑

などが境内に建てられている。  

藩主の墓所一帯は、薮蚊が大変多いのだが、説明を

終えてから「我と思わん方は」と呼びかけたら、「ど

れが誰の墓かわからないので」と数人の方に案内を請われたので、持参していた墓

所の見取り図を片手に見て回った。県の史跡になっているのだから、もう少し親切

な案内板が墓所内にあるといいのにと思った。 

 案の定、蚊の歓迎を受けたわれわれは、先行したみんなを追って、三崎踏切へと

急いだ。  

照源寺へは南の脇側から入る 説明する筆者 照源寺全体風景 
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三崎踏切から桑名京橋駅跡まで   集山 一廣  

 

照源寺から市街地へ伸びる門前通を下り、近鉄（桑名第 1 号踏切）・ＪＲ（八丁畷

踏切）の踏切のすこし手前を桑名駅西口方面に右折し、次の目的地である三崎踏切

に向かった。  

三崎踏切とは線路幅の異なる３つの鉄道線路を同時に渡る、人と二輪車のみが通

行できる世界で唯一の踏切のことである。三崎踏切の呼び名は通称であり、江戸時

代、この辺りは三崎新田とよばれたのでこの名が付けられたと云われる。この踏切

のすぐ南の市道中央線に昭和 47 年（1972）３線を跨ぐ三崎跨線橋が出来た。  
三崎踏切は正式にはそれぞれの線路で踏切名が異なっており、正式踏切名と軌道

幅は次の通りである。一番西側の近鉄名古屋線は益生第 4 号踏切とよばれ、標準軌

の 1435mm。真ん中のＪＲ関西線は構内踏切とよばれ、狭軌の 1067mm。一番東側

の三岐鉄道北勢線は西桑名第 2 号踏切とよばれ、特殊狭軌の 762ｍｍである。特に

ナローゲージとよばれる 762 ㎜の軌道は珍しく、三重県の三岐鉄道北勢線、近鉄内

部線・八王子線と富山県の黒部渓谷鉄道の４線が現存しているすべてである。黒部

渓谷鉄道は観光に依存した特殊な鉄道なので一般的な通常路線としては三重県下の

３路線だけである。希少価値の高さからいっても知る人ぞ知る桑名の魅力の一つと

云ってよいでしょう。  

     
 

 
三崎踏切から北に歩いて約 200ｍで三岐鉄道北勢線西桑名駅に着く。都市再開発

法による全国で初めての竣工となった桑名駅前再開発の一貫でこの西桑名駅は昭和

52 年（1977）わずか 50m ほど南へ移転した。それまでは現在のバスロータリーの

北側に位置していた。大正 4 年（1915）北勢鉄道の大山田駅（後の西桑名駅）と現

在の常磐町にあった桑名町駅（後の桑名京橋駅）までの 0.7km の路線が開業し、そ

の後に市街地の中心が桑名駅周辺に移り、昭和 36 年（1961）西桑名駅～桑名京橋駅

間の路線廃止に伴ない、46 年間に渉る歴史に幕を閉じた。  

 

西桑名駅からは昭和 33 年（1958）版の市街地図と見比べながらその痕跡を歩くこ

とにした。廃止となった路線は鋭角に大きく弧を描いて寿町の街区を斜めに横切っ

三崎踏切 左より近鉄・JR・三岐北勢線 
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ていた。街区は今では三重交通の駐車場となって敷地境界のネットフェンスが斜め

の路線跡として残っている。さらに桑名信用金庫のビルの外壁が斜めを強調するか

のように路線跡に沿って建ち、ヒマラヤスギがその前に一本残っているのが面白い。

国道 1 号線もやや斜めに渡り、その先のアピタと山本総合病院の間は当時は道路が

なく病院南脇のハヤカワ駐車場内を通っており、その先をカーブしながら市民会館

北側の道路へ渡っていた。  

   
 

 

桑名京橋駅跡は常磐町の桑名市総合福祉会館を過ぎたところに一区画の大きな屋

敷があり、それがそのまま駅前広場となっていて駅は北向きであった。現在は駅跡

や路線跡を残すようなものは全く見当たらない。出来ることなら路線跡を記す案内

板を設置して往時の様子を後世に伝えることが出来たらよいと思った。  

   

  

   

                                              

 

 

 

桑名京橋駅前の路線跡の道路 桑名京橋駅跡の屋敷にて説明 

 西桑名駅前にて説明 昭和 52 年(1977)の旧西桑名駅 

市民会館北側道路 敷地境界が路線跡 
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  本統寺（ごぼさん）     西羽 晃  

 
 歩き始めてから約３時間、最終地点の本統寺に着く頃には、皆さんお疲れの様子

です。広い境内のあちこちに腰を降ろしておられる方も見受けられた。時計を見る

と想定よりも早すぎる。普通は遅れるのに。想定が甘すぎた。最後だし、時間はた

っぷりあるので、少しばかり余分な喋りをさせてもらった。  
 桑名別院本統寺というのが正式名称だが、桑名の人は「ごぼさん」と言っており、

本当の名前は知られていない。この近辺にはお寺が並んでいるので、町名も寺町で

ある。本統寺は一向一揆の際の浄土真宗の拠点として始まった。その後に寺号が許

された。住職は京都の本山（東本願寺）から来られたので、格式は高く、塀には５

本線が入っている。寛文５年（1655）に焼失して、その後に八つ棟造りの本堂が桑

名の富豪・山田家によって寄進された。徳川家茂将軍や明治天皇も宿泊された由緒

ある寺である。しかし昭和２０年（1945）の戦災で全部焼失して、現在の本堂は昭

和２５年に再建されたもの。平成１３年（2001）屋根瓦の葺き替えや奥書院の新築

などが行なわれた。  
 境内には大きな親鸞聖人銅像がある。これは桑名出身で大阪で金属商社を営んで

いた広瀬精一さんが昭和１３年に寄進したものである。彼は同じ銅像を１０基作り、

各地に寄進した。その一つが広島にあり、原爆の爆心地から２ｋｍ余り離れていた

が、前面が焼け爛れた。昭和２９年アメリカはビキニ環礁で核実験を行なったが、

それに抗議する意味で、広島で被災した親鸞聖人銅像はニューヨークに送られて、

昭和３０年９月１１日にニューヨーク本願寺仏教会の正面に建てられた。恐らく２

００１年９月１１日のテロも目撃したに違いない。桑名の銅像も戦火を浴びている。 
 境内には松尾芭蕉の句碑もある。「冬牡丹 千鳥よ 雪のほととぎす」。冬と夏の

季語が混じっており、また鳥が二つも読み込まれている珍しい句である。この寺の

住職も俳人であり、芭蕉は一夜をここで泊まっている。  
 １２時半前、解散となり、お弁当を持参の方は境内のベンチなどで食べられ、そ

の他の方は散り散りになって帰られた。私は四日市から来られた小学校５年生のお

嬢さんとそのお母さんから北勢線についての質問を受けた。お嬢さんがローカル鉄

道の原稿を書くそうで、将来が頼もしい。  

  
 本統寺の説明をする筆者 本統寺 
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