
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 北勢線の魅力を探る報告書 
第14回  

巡見道とは、江戸時代幕府から派遣され諸国の査察をした巡見使が 

通った道です。その一部を巡ります。 

また、三岐本線の多志田谷めがね橋も訪れます。 

明源寺菩提樹 石神社カゴノキ 

圓福寺鐘楼 多志田谷めがね橋 

開催日：２０１０年４月１１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中部ブロック 



 1

 
 
 
 
 
 

 阿下喜駅集合、出発風景、員弁川左岸を行く   藤野戸 紘紀         
 
（阿下喜駅集合） 
西桑名駅８：２３発の阿下喜行き４両編成の黄色いガタンコは、星川駅他各駅で、乗客を乗せながら

進んでいく。本日は、西桑名駅、星川駅、阿下喜駅の 3 箇所の受付としたが、車内受付が一番忙しい。
麻生田駅を過ぎると、ほぼ満員となり、車内の乗客は、本日の参加者ばかりである。北勢線一番の昇り

勾配をガタゴト進む。やがて静かで快調な列車音に変わる。目の前に、阿下喜の町が広がり、員弁川右

岸の満開を過ぎた桜並木が目に入ってくる。町の背後には、大きな藤原岳がどんと控えているのが頼も

しい。阿下喜駅に到着である。貸切電車状態の４両の車両から、本日の参加者が吐き出され、日頃静か

な阿下喜駅周辺は、一気に人の花が広がる。まもなく、駅の南側の駐輪場付近を中心に大きな人の輪が

出来て、オープンセレモニーが始まる。 
 
※ 阿下喜駅出発は、第１回開催の時以来である。２００３年８月に行われた第１回の報告書には、次

のように、阿下喜駅と電車内の様子が報告されている。今回（第１４回）の様子と比べてみると参

加者の大幅な増加と駅舎の建替えに気付きます。 
 

第１回開催の阿下喜の様子 ２００３年８月１０日（日） 

 
（電車内の様子） 
・ ３両編成中１両をほぼ貸切状態にして

社内はまるで遠足に出かける小学生の

ようです。 
 
（阿下喜駅に到着 参加者） 
・ ３６名+スタッフ+案内人 総勢４５名 
 
（旧駅舎正面） 

２００６年１２月建替えられるまでの

旧駅舎の正面 

 
 

 
 

 
 

第１４回北勢線の魅力を探る ～巡見道と多志田谷めがね橋を行く～ 
参加者：１６７名 
協 力：藤井樹巳さん、伊藤勇さん、近藤次男さん、清水実さん、西教寺、明源寺、

    民上宗夫宮司、安行寺、圓福寺、藤田さん 
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第１４回の阿下喜駅の様子 ２０１０年４月１１日（日） 

 
（阿下喜駅に到着した参加者） 

総勢１６７名＋案内人 

 

駅南側に駐輪場があり、その東側には、軽便鉄道博

物館の開催日（毎月第１、第３日曜日）の案内看板

と、懐かしい軽便鉄道用の機関車のターンテーブル

が見える。 

 

 

 

 

 

 現在の駅舎 

 
 
 
 
 
 
近藤代表の挨拶     藤井さん説明 

 
 
 
 
  
  
 
ターンテーブル 

 
（出発風景） 
いつもどおりに近藤代表の挨拶、そして、“巡見街道についての本”を書かれたメンバーのお一人と

いう藤井樹巳氏が、巡見道の説明と聖宝寺の御開帳の情報も紹介をされた。次に、トイレの位置や、本

日の注意事項の確認をして、予定より１０分遅れで、出発である。早朝パラついていた小雨は上がって

いるが、雲行きは依然として怪しい。２名の先導係に続き１６０名を超える人々が動き出す。横断歩道

の表示箇所で隊列を整え、駅前通りを横断する。 
（員弁川左岸を行く） 
ホクセイスーパーの駐車場広場を通り、突き当たりを左折し、員弁川左岸の堤防道路へでる。この左

岸道路を上流に向かって進む。３０６号線アンダーパストンネルを潜ると目の前が大きく開ける。この

国道を走る自動車の音が聞こえなくなる辺りで、員弁川のせせらぎの音が聞こえてくる。そして川原の

花や緑が目を癒してくれる。右側を見てみると景色をさえぎるものは何もなく養老の山や伊吹山あたり

まで見通せそうであるが、今日は、曇っていて見えない。風がほとんどないので寒さはまったく感じな

い。どうやら雨の心配はなさそうである。自然に、ウォーキングが得意な人たちの足が速まり、先導係

を追越してしまい、自身で気が付いて速度を緩めている。員弁川右岸の村への人道橋が見えてきたが、

右岸側の最後の橋桁が落下したままになっていて、交通止めとなっている。地元の人の話では、橋の復

旧の計画は無いそうである。乗用車がひとり１台の時代になり、大して不便を感じないのかもしれない。 
この堤防道路は大きく右側に弓なりにカーブを描いておりており、当初、西に向かって歩いていたが、
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今は、北に向かって歩いている。前方には、前川橋が見えてきた。到着予定時時間はすでに過ぎている。

少し足を速める。後ろ振り返ると、参加者の列が途切れることなく、ながーく続いている。太平洋セメ

ントへ向かうタンクローリー車が行き来する道路を安全確認しながら横断し、前川橋の上流側の歩道上

を渡る。下を流れる川の水はまだ冷たそうである。渡り切ると右側に東海自然歩道の案内看板が目に入

ってくる。看板に沿ってこの道路の北側の側道に入る。まもなく石神社到着である。前方に目をやると、

鳥居の付近に、この一行を迎えてくれる自治会の人々の姿が見えてきた。 

   
員弁川に沿って行く         桜並木を歩く           石神社到着 

 
 

石 神 社     伊藤 通敏 
 
一行は最初の目的地、石神社（いしじんじゃ）に到着。神社のお守りをされている石川自治会長の伊

藤勇さんからお話しを聞く。 
この神社の創立は仁和２年（886）と伝えられ、員弁郡に 10 座ある延喜式内社の一社だそうである。

祭神は品陀和気命（ほんだわけのみこと）＝応神天皇を主祭神にその母、神功皇后など 10 祭神を祀っ
ている。 
境内には「みえの樹木百選」に選ばれたカゴノキがある。この木は「鹿の木」と書き、カゴは「鹿の

子」の意味で、樹皮が丸い薄片になって点々と剥げ落ち、そのあとが鹿の子模様になることからこの名

が付けられた。また「火護の木」とも書き、社殿を火から護るという縁起から植えられたそうである。

幹廻り 3.5mの巨木である。 
また奥殿の左右にはケヤキの巨木があり、こちらは旧藤原町の巨木に指定されていた。 
この左側のケヤキの根元には八天宮が祀られている。これは桑名藩主松平定綱の母親が夢のお告げで

感得した神だそうで、毎月３日の早朝に２人一組で各戸に打ち水をして廻る水打ち神事が江戸時代から

伝わっているとのこと。 

    
石神社で説明する伊藤さん       カゴノキ    ムラサキハナナ      石碑 

昔は神社の裏手は大きな池になっていたそうで、今はその場所には紫色の花が一面に咲いていた。植
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物に詳しい参加者にお聞きしたところムラサキハナナという答えが返って来た。 
神社の写真を撮ったりして最後尾になってしまい、その池跡の縁を巡って上り坂を喘いで登ると県道

へ出た。そこは太平洋セメント（旧小野田セメント）の工場の正門の前で、信号を渡って工場の塀に沿

った県道をひたすら東へ。街並みの中に次の目的地「員弁川さかな館」の前で入館の順番を待つ一行の

姿が見えてきた。 
 
 

員弁川さかな館        山北 昌克 
 
約 60年前の私が子供の頃、員弁川の流域の河川には、いろいろの魚が生息していました。 

支流の小さな川でもウナギやナマズ、アユ、カワムツ、タナゴ、フナやシラハエ、ドンコ、ヨシノボリ

類、それらの魚は手つかみでも取れていました。 
また、田んぼには「タニシ＝巻貝の一種」そして夏にはホタルが飛び交い自然が満喫できておりまし

たが、農薬の発達とともにそれらは減少の一途をたどりました。しかし３０数年前から効き目の強い農

薬の使用に制限がかかり、水質が改善され最近ではホタルのたよりや魚の品種も昔に戻りつつあります。 
員弁川さかな館の館長の近藤次男さんは 40 年ほど前からタナゴの綺麗さに魅力を感じられ飼育を始
められたそうです、その後、淡水魚の保護目的で、自宅で卵から孵化させたりし現在では館内には何十

個の飼育ケースにカワムツなど 36種、約 2,000～3,000匹を飼育されていますが回遊する様子はずっと
見ていても飽きないほどでした。 
当日は北勢線の魅力を探る会の参加者が約 170名と多数で館内に入れない人が大多数でしたが、さか
な館は見るだけなら何時でも開館していますが、説明を聞きたい方は電話で下記に連絡していただけれ

ば対応可能との事です。 
お子さんや夏休みの自由研究に、また、魚好きの皆さんのご来館をお待ちしているとの事でした。 

    
員弁川さかな館      館長近藤氏       さかな館の中 

員弁川さかな館  館長  近藤 次男（コンドウ ツギオ） 

所在地  〒511-0514 三重県いなべ市藤原町石川 396 番地 1 

TEL・FAX 0954-46-2564（土・日・祝日除く 8：00～17：00）  携帯電話 090-2181-4438 

 

 

御 厨 神 社        松岡 節子 
 
さかな館から巡見道の坂道を 200メートルほど進み、右に折れると視界が開ける。藤原岳の山裾に広
がる標高 120メートル程の東禅寺台地上の集落があり、三岐鉄道東藤原駅から見るセメント工場は、い
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ちだんと大きく、石灰岩を焼成している煙や匂いがながれ、セメントの町の風景がひろがっています。 
何本もの引き込み線のレールに、貨車や車両が待機している踏切を越え、さらに東禅寺台地の急坂を

のぼって御厨神社（みくりじんじゃ）に到着。神社は眼下に阿下喜の町を見下ろす絶景の場所にあり、

樹木の整理された境内は石灰石がびっくりするほどたくさん敷かれていて美しく、明るい雰囲気です。

地元の清水実さんから説明を聞きました。 
この神社は古くからあった社を、東松家が慶長 11年（1606）に再興した神明社で、明治 43年（1910）

多度神社から天津日子根命（あまつひこねのみこと）を勧請し、また翌 44 年には地区の走井社（火産
霊神 八天宮ともいう）と山神社（大山祇命・おおやまつみのみこと）を合祀して、御厨神社と改称さ

れました。境内に「願主」「当邑若者中」「天保四年中冬八天宮」と刻まれている大きな八天宮の石灯籠

がある。これは桑名藩主松平越中守定綱の母の夢枕の感得を、定綱公はじめ歴代藩主が深く信仰を捧げ、

文政 7 年（1824）には各町村に鎮座すべき旨、触書が出されている桑名藩領内独特の火の神の信仰で、
天保 4 年（1833）この地から 300 メートル南の辻の観音堂の向かいに奉献され、合祀後も常夜燈とし
て火を灯されていたものを昭和 60年御厨神社の境内に移されたものであるという。 

    
貨物列車とセメント工場          御厨神社          説明する清水さん 

神社の後方はなだらかな丘陵地がつづいていて、山林の道端に、いなべ市教育委員会の説明板がある。

それによると、この畑地一帯は縄文時代の遺跡、東禅寺遺跡で縄文土器、石斧、石鏃、石錘などが出土。

また高台の一角は高さ 3メートルの土塁で囲み、多志田川の谷に沿って東西 25メートル南北 55メート
ルに細長く造られた中世城館跡で、城主は片山平三または斎藤助六といわれているが、詳しいことは不

明。さらに地名の由来となった東禅寺廃寺跡は通称寺山の山林に広がる中世寺院跡で今でも土塁と削平

地が現存。伝教大師の開基で、大寺として栄えたが、建武以降、数度の兵火で廃亡した。古瀬戸、白磁、

山茶碗、捏鉢等の遺物を確認と説明されている。 
私達は清水さんの軽妙な語り口に疲れを癒され、西教寺へと向かいました。 

 
 

西 教 寺         水谷 一夫 
 
 御厨神社を出発し、東を眺めると手前に阿下喜の町を見て、遠く養老山地の山並みを望むことができ

る。歩き出してしばらくすると東禅寺の家並みの間の細い道になる。集落の名は伝教大師の開基と伝え、

戦国時代の兵火に遭い廃寺になった天台宗の大寺の名に由来するという。クランク状の道を左に折れた

ところに観音堂があり、その向かいに昔は八天宮が祀られ、今は御厨神社に移されている天保四年銘の

石灯籠が建っていた。 
西教寺（さいきょうじ）に着き、一行は本堂の前に集まり、すでにお待ちになっていた住職からお寺

の話をお伺いする。 
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藤原山西教寺は浄土真宗本願寺派、本尊は寛永１８年（１６４１）に本山から下付された阿弥陀如来

である。鎌倉時代、下野国（栃木県）結城郡を領していた結城七郎為光の家臣、木村市郎左衛門が当寺

の遠祖と伝えられる。嘉禄元年（１２２５）浄土真宗の開祖親鸞が下野国高田に専修念仏の根本道場（如

来堂）を建立した時、その弟子となり法名教善と名乗って、下河辺村に草庵を結び念仏の道に励んでい

た。 
その後、子孫は宗意をよく守り、農業を営む傍ら、野武士となって活動する。９代目木村十郎左衛門

は入道して教円と称していた。のち縁あって北勢の地に滞留し、浄土真宗の教えを土地の人に伝え、多

くの人々の帰依を受けていた。延暦年中（７８２～８０６）伝教大師が建立したと伝える天台宗の大刹

東禅寺が、度重なる戦火に罹り廃退したのを知り、寛正６年（１４６５）この寺を浄土真宗に改め、下

条の地に東禅院として再興した。 
寛永１８年（１６４１）７世教珎は、本山良如上人から寺号・木仏免許となって西教寺と号し、天和

元年（１６８１）山号を藤原山とした。享保１２年（１７２７）現在地に移転して入母屋造りの本堂を

建立し、明和８年（１７７１）惣門を建立した。その後、文化１１年（１８１４）に本堂を再建したが、

文政６年（１８２３）この地の集落８２戸のうち５７戸を焼失した大火に類焼して、本尊などの寺宝は

無事救い出されたが、土蔵・惣門を除く建物の全てを焼失した。本堂は文政 13 年（１８３０）に再建
され、当時の様子は「境内モ賑ハシク、法響弥高ク」と記録されている。 
大正７年（１９１８）に再建された鐘堂に懸けられている「桑名住／廣瀬興左衛門/藤原政次作之」、
「延享二乙丑（１７４５）/三月吉日」と刻まれた梵鐘には、２か所の穴が開けられている。住職のお話
では「この鐘は太平洋戦争の時に供出しており、その際に受けた成分検査で開けられた穴ではないか。」

とのお答えであった。痛々しい姿であるが、住職のお許しを得たＳさんが打ち鳴らしてみると、文字通

り「余韻嫋々」とした良い音色でした。藤原の空に響くこの梵鐘、戦争の道具には適さずに生還して、

今に残ることができたことは、かえってよかったのか知れない。 

   
西教寺             説明する住職さん         穴のあいた梵鐘 

 

 

明 源 寺     水谷 一夫 
 
明源寺（みょうげんじ）に近づくと、道の角々に門徒式章をつけた男性が立ってみえた。お尋ねする

と、「今日は親鸞聖人の誕生日のお参り、降誕会が明源寺で行われます。」とのお答えで、藤原町と北勢

町１０か寺持ち回りの法要で、今年は明源寺で行われるとのことである。 
住職は一行を本堂に招じ入れて、法要でお忙しい中、ていねいにお寺の話を聞かせて頂いた。 
足下山（たしたざん）明源寺は浄土真宗本願寺派、本尊は阿弥陀如来である。この寺に２つのキャッ

チフレーズがあり、これは「さとりの木―菩提樹―のあるお寺」と、「４匹の龍が護るお寺ー本堂の欄
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間に４匹の龍の彫刻―」のことである。 
大同３年（８０８）当地に逗留して仏法を広げていた伝教大師最澄が、寺山に一寺を建立し、足下山

東禅寺と名付け、弟子の正道に後を譲る。その後天台宗の寺として法灯を伝える。 
延慶３年（１３１０）専修寺３世顕智上人が、三河岡崎の桑子柳堂妙源寺から来訪されて東禅寺に滞

在し、親鸞聖人の専修念仏を布教された。その際、形見として刻まれた阿弥陀如来像が庫裏の内仏本尊

として安置されている。その後、南北朝の争乱や室町期の兵火に罹って伽藍も灰燼に帰して、寺威は衰

えた。 
当寺が浄土真宗に帰依したことに関した初出の文献史料として、天文６年（１５３７）道場主・教尊

坊尊正が本願寺第１０代宗主・証如上人から拝領した旨を記した「絵像本尊（方便法身之尊形）」が残

されている。その後、本願寺の東西分裂には西本願寺に属し、正保４年（１６４７）本願寺第１３代・

良如上人から寺号「明源寺」が下賜され、足下山明源寺と改称する。寛政４年（１７９２）本堂を再建

するが、文政６年（１８２３）この地の大火に寺も土蔵と鐘楼を除きほぼ全焼した。天保１３年（１８

４２）庫裡が、嘉永元年（１８４８）本堂が再建された。本堂は７間四面、寺を火災から護るために４

匹の龍が欄間に彫られた。 
明治２３年（１８９０）本願寺第２１代宗主・明如上人が当寺にご巡教され、その際に下賜された染

筆の「明源精舎」を写し取って山門の額とする。また、平成元年にも本願寺第２４代宗主の即如上人が

ご巡教されている。現在、平成２５年２月完工を予定とする本堂の大修復工事を行っている。 
嘉永元年、本堂落慶の記念樹である菩提樹の「開花は６月２０日頃です。ただ、１週間ほどしか花は

咲いていませんので、ご覧になりたい方はお忘れなく参詣して下さい。」とは、住職のお話である。 
境内でちょっと慌ただしい昼食を済ませ、檀家総代の奥様お手製の紅白のクッキーを頂戴して山門を

出る。ここから巡見道は約３００メートルの坂道を下って、多志田川に架かる重五郎橋を渡ると治田郷

である。 

     

明源寺本堂                 法要で幕の張られている本堂      鐘楼 

 
 

多志田谷めがね橋        集山 一廣 
 
鬱蒼とした林の中、かつては木造の重五郎橋を渡るとパッと開けた谷間に出る。左側遠方に築堤が臨

める。それが、多志田谷めがね橋である。 
多志田谷めがね橋の説明をする前に、この「三岐鉄道」の歴史に触れておきたい。名前の通り「三岐」

とは三重と岐阜の頭文字を合わせた名称となっているが、現在は富田～西藤原間の 26.5 ㎞の営業路線
であり、岐阜県までには至っていない。これは三岐鉄道の会社創立当時、国の予定線として四日市、関

ヶ原間 64 マイルに対して予算化され、藤原鉄道（創立時に称号改称され、三岐鉄道となる）に認可さ
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れた経緯によるものである。 
三岐鉄道の社史「三岐鉄道 50 年の歩み」を見ますと、明治の中頃、北陸線の敦賀～長浜間が完成し

つつある頃に四日市（伊勢四日市）から滋賀県木ノ本（江州木ノ本）を結ぶ鉄道敷設(勢江鉄道)が大い
に着目され、これによる物資流通による経済効果は計り知れないと考えられていた。これが伊勢湾から

日本海に通じる最短距離を結ぶ大鉄道計画であった。 
ルートは四日市港～関ヶ原(最初は米原)～敦賀港（100 ㎞強）を結ぶものであり、推進者は四日市港

開港の父と呼ばれた地元有力者で廻船問屋の稲葉三右衛門。議会において「勢江鉄道敷設に関する建議

案」は可決され、政府への請願となって大正 12 年着工の運びとなったが、同年の 9 月に起きた関東大
震災によって翌 13年起工の大正 20年完成に変更されたが、その後の財政などの諸事情により立ち消え
となってしまった。ここに勢江鉄道計画は幻の大鉄道計画となってしまった。 
そのころ勢江鉄道計画の沿線にある、全山石灰岩の藤原岳(海抜 1,120ｍ―農家が肥料用に採取)に着
目していた実業家伊藤傳七は、これを開発して四日市セメント株式会社を企画していた。このように製

品や原料の運搬に鉄道の敷設が必要となり、浅野セメントと小野田セメントがそれぞれの側から競って

計画を行い、浅野は「藤原鉄道」、小野田は「員弁鉄道」の建設に着手することになったが、話し合い

による一本化によって藤原鉄道に免許が下り、昭和 3年 9月、会社創立には称号を改称し「三岐鉄道株
式会社」となった。 
鉄道敷設の工事着手は昭和 3 年 12 月より始まり、県道建設と同時に施工されることになった多志田

谷めがね橋(多志田谷眼鏡拱橋)の起工式は昭和 4年 8月、完成は昭和 6年 6月であった。幅 83ｍ、長さ
216ｍ、谷底からの高さ 35ｍの築堤工事は 2年の歳月をかけた難工事であった。完成は鉄道開業 1ヵ月
前のことであった。 

(多志田谷眼鏡拱橋)は三岐鉄道が多志田谷を通る盛り土区間で、多志田川を流す２連の函渠（幅 7.8
ｍ×高さ 8.7ｍ長さ＝70.0ｍ）はアーチ型形状のコンクリートでできている。（拱橋とはアーチ橋のこと） 

   
藤原岳を臨む多志田谷(中央は重五郎橋)    めがね橋をいく三岐線    めがね橋を南から望んで説明をする 

 
昭和 60年 3月 15日付の藤原町広報「ふるさとの心をたずねて・・・東禅寺地区、めがね橋及び築堤

工事について」には当時の様子を回顧する一文が載せられているので一部を紹介する。作者は先人の足

跡をたどる会会員の近藤文夫氏。 
・巡見道別名より東禅寺へ通じる旧道の木橋は重五郎橋といい、その村はずれの一軒家は昔、水車小

屋で米つき粉ひきをしていた。夏になれば菜種殻で無数に飛び交う蛍を取った。 
・重油をたいた発動機の動力車であるトロッコを敷設し、山林を切り開き土砂の運搬を行った。 
・工事は谷の底へは動力ウインチを使いトロッコを一台ずつゆっくりと降ろし、空車のトロッコは 5
台ほど連結し、動力ウインチで下から手旗信号で合図をして引き上げて埋め立て作業を行っていた。そ
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の情景はすり鉢の底で蟻がそれぞれ土を口にくわえて動き回っているような錯覚に陥ったものだ。 
・眼鏡橋は川底を堰き止めて木枠を組みコンクリートで管を 2本造った。巡見道のトンネル工事とと
もに同時に行なわれた。トンネル工事が完成すると突貫工事で埋め立てが始まった。 
・幅 83ｍ、長さ 216ｍ、谷底からの高さ 35ｍの築堤工事は 2年の歳月をかけた難工事であった。怪
我人や犠牲者もかなりあったように聞いている。 

 
巡見道のトンネルを抜けると多度の山々の雄大な景色がすり鉢上に拡がり、阿下喜から麻生田方面の

街々が見渡せる。見返せば、藤原岳が多志田谷めがね橋の背後に臨むことが出来る。 
多志田谷めがね橋が築堤でなく、同時代の伊勢大橋（昭和 9年完成）のように鉄骨の橋梁で造られて
いたならば、この多志田谷の景色はまた格別な魅力が楽しめたのかもしれない。当時の世界トップレベ

ルの橋梁技術は国家的にも、コスト的にも地方では用いられなかったのだろう。 
 
 

賀 毛 神 社        西村 健二 
 

多志田めがね橋からしばらく歩くと三岐鉄道三岐線の踏切を渡って北勢町に入り、賀毛神社（かもじ

んじゃ）に到着しました。ここでは数えで 90歳を迎えられた民上宗夫宮司が説明してくださいました。 
＜賀毛神社の由来＞ 
当社の創祀は古く、延長 5（927）年にまとめられた『延喜式』神名帳に社名の記載があります。格
式も高く、員弁郡の一の宮と称されました。主祭神は第 9代開化天皇の皇子日子坐命、相殿として治田
連命と鴨県主命を祀っています。日子坐命 4世の孫である彦命は蝦夷平定の功績によって近江国浅井郡
治田郷（現在の滋賀県長浜市）を与えられ、子孫熊田・宮平らが治田連の姓を賜りました。その末裔が

伊勢国員弁郡治田郷に移り住み、氏神である治田連命を祀ったのが当社の起源と伝わります。併せ祀ら

れた鴨県主命は、山城国愛宕郡賀茂郷（現在の京都市北区）から治田郷に移り住んだ鴨県主の祖神です。 
賀毛神社は中世に流鏑馬神事を行い、別当寺である興正寺を有するほどに栄えますが、天正年間（1573
～1592）に長島一向一揆の残党が興正寺に立て籠ったことから織田信長の兵火にかかり、神社も灰燼に
帰しました。近世に入ると桑名藩主本多忠勝が大祭に使者を派遣し、その子忠刻が神田・幣帛料を授け

るなどして神社は復興、その後も歴代領主の庇護を受けて維新を迎えました。神社には正保 2（1645）
年 2月に行われた遷宮の際の棟札がのこされ、境内にも近世後期の石造物が並びます。主なものとして
寛政 3（1791）年 9月銘の手水石、文化 8（1811）年 8月銘の灯籠（拝殿脇の「八幡宮」と刻んだ灯籠、
参道入口の「常夜灯」）などがあります。 
＜近代以降の境内整備＞ 
明治 30（1897）3月 27日、参道入口の一ノ鳥居を築くために岐阜で購入した大木のお木曳が行われ

ました。前日までに桑名から員弁川と陸路を利用して青川尻まで運び、当日は揃いの半纏を着た若者た

ちによって参道まで運ばれたといいます。その鳥居も昭和 57（1982）年 10月 10日に鉄製の鳥居に建
て替えられました。 
明治 41（1908）年 2月 8日、全国的な神社合祀の流れを受けて治田村内の 12社が賀毛神社に合祀さ

れました。そのため、現在も治田村には個人が祀るものと遠方の新町神社を除いて正規の神社は存在せ

ず、賀毛神社は治田の総宮と呼ばれています。合祀された神社は拝殿に向かって左側の八百万神社（神

集社）に祀られています。右側の祠は治田連命と鴨県主命を祀る六所神社です。合祀を終えた翌年には
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本殿・拝殿が移築され現在の配置となりました。なお、拝殿は平成 8（1996）年 11月 23日に再建され、
中には棟札が掲げられています。 
ここに興味深いエピソードがあります。移築にあたって行われた地ならしで磨製の石斧・石匙・石棒

が出土し、境内地は垣内遺跡として埋蔵文化財包蔵地となり、これらの出土遺物は現在も神宝として保

管されています。宮司の民上家には考古学を研究していた民上進・良之輔・俊平兄弟のコレクションも

あり、10年ほど前までは学生や教授たちが見学を申し出ていましたが、今ではめっきり少なくなったと
いいます。 
大正 6（1917）年 12月、本殿前に狛犬が建立されました。台座には「日露戦役」「従軍紀念」とあり、

日露戦争従軍者 7名の名が刻まれています。その他、戦前の石造物としては、大正 12（1923）年 10月
銘と大正 15（1926）年 10月銘の幟掲揚台、昭和 7年 10月銘の社号碑（一ノ鳥居脇）などがあります。 
昭和 51（1976）年 10月には大規模な整備が行われ、神社入口の石鳥居・社号碑・由緒書碑・拝殿狛

犬・石灯籠などが建立されました。地元の篤い信仰から整備は着々と進み、平成 8（1996）年までに社
務所、太鼓堂・円舞場（別個の建物をひとつのものとした）、手洗鉢などの整備がなされ、ほぼ現在の

景観になりました。 
＜宮司民上家＞ 
神社の隣には「民上社家」の表札を掲げた宮司宅があります。もともと清和源氏土岐氏の流れを汲む

武家で、関ヶ原の戦いに敗れて美濃太田（現在の岐阜県美濃加茂市）に隠れ住み、母方の姓を称して民

上（みかみ）と名乗ったそうです。その後、民上元清が伊勢に移って賀毛神社の宮司となり、三安・玉

清・常康・文清・常照・永鄰（明治 5年 8月 19日没）・良寛（明治 44年 1月 11日没）・進（昭和 34
年 7月 11 日没）と続き、現在の 10代宗夫宮司、11 代三男禰宜に続きます。また、民上家からは医師
も輩出しており、北勢町中山の墓所には 6代常照の二男で亀山で医師となった孝令（嘉永 2 年 6月 24
日没、号は正寿軒）の墓もあります。さらに、9 代進の弟良之輔は歯科医師、俊平（昭和 45 年 2 月 4
日没）は医師となりました。 

   
賀毛神社の鳥居をくぐって     本殿で説明する民上宮司    一の鳥居から長い参道が続く 

賀毛神社を出るとオプションコースとして後に訪れたいなべまちかど博物館「藤田 Nゲージ鉄道館」
を通り、再び三岐鉄道三岐線の踏切を渡りました。北勢線の魅力を探る会で北勢線と三岐線をともに巡

るのは 14 回目にして初めての企画でした。私はコース途中で何度も三岐線の黄色い電車を見かけまし
た。北勢線沿線で眺める三岐線もまた一興でした。 

 
＜参考文献＞ 
北勢町風土記編集委員会 『北勢町風土記』資料第一集 北勢町教育委員会 1978 
員弁高等学校郷土研究部 「猪名部」創刊号 員弁高等学校郷土研究部 1950 
佐伯有清編 『日本古代氏族事典』 雄山閣出版 1994 
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安 行 寺      水谷 一夫 
 
 賀毛神社を鳥居から出ると、前に約２００メートルの一直線の参道が目に入る。宮司が「上げ馬」
と言われた馬駆神事の馬場でもある。一行は前を横切る県道を６００メートルほど歩き、左右から疾駆

する車に注意しながら国道３０６号線を横断する。道の右側に「いなべまちかど博物館・藤田Ｎゲージ

鉄道館」の看板を見ながら、なお１５分歩いて地蔵堂が脇にある三岐鉄道の踏切をわたって左に入ると、

安行寺（あんぎょうじ）門前の満開のソメイヨシノが迎えてくれた。一行を本堂に招じ入れられ、また、

遅く着いた半分ほどの方たちは屋外で、住職の説明を聴講した。 

   
安行寺の桜に迎えられて            本堂で藤田住職の説明            安行寺鐘楼 

北山安行寺は真宗大谷派、本尊は慈覚大師作と伝える阿弥陀如来立像である。寺の開基は、室町時代

の嘉吉３年（１４４３）賀毛神社の別当寺である興正寺の塔頭で、天台宗・中山寺という。同寺は興正

寺の寺域内に建立され、その寺僧は興正寺の寺務にも関係していた。興正寺はその昔当地の城主であっ

た治田与七郎の菩提所と伝え、天正年間（１５７３～９２）織田信長の兵火に罹り、灰燼に帰した。同

時に中山寺も廃頽し、住僧舌正も退院して近江に赴き、その間、本願寺顕如上人（一説に蓮如上人とも

ある）に帰依し、天台宗を改めて真宗に転じた。その際に阿弥陀如来木像と寺宝の蓮如上人六字名号を

下賜される。その後、舌正は当地に帰り、一宇を建立して専修念仏を広め、のち安行寺と改称して中興

開山となる。現在の住職で２０代を数え、また、親鸞聖人絵像・聖人縁起絵巻・蓮如聖人絵像などを蔵

している。   
宝暦５年（１７５５）に鐘楼・梵鐘が造立された。その後、文化９年（１８１２）高木作右衛門の設

計により本堂を再建した。天保４年（１８３３）の「治田騒動」鎮定に住僧正受が尽力した功績により、

翌５年（１８３４）旧領主加納遠江守の菩提所に指定され、歴代の位牌を本堂に安置している。 
続いて明治９年（１８７６）檀家総がかりで桑名城三の丸の唐門を移築して再建した鐘楼について、

住職は掲示された文政８年（１８２５）の桑名城絵図で三の丸の位置を示され、片方は桑名市博物館に

寄贈された鬼瓦の話のあと、本堂を出て鐘楼の前で説明された。 
この鐘楼に懸かる梵鐘には、「宝暦乙寅歳／十一月吉日/鋳工 大坂住/下浦弥兵衛」、「他力依助勢成之

/岡田氏」と刻まれている。寄進者の「岡田氏」は、慶長６年（１６０１）天領となった治田郷が美濃笠
松郡代の支配下となったとき、治田鉱山山方として召し抱えられ、石津郡大田村から新町村に移住した

岡田仁右衛門正義の後裔で、また、イオングループの創業者の遠祖でもある。さらに梵鐘は太平洋戦争

の際に供出（当時、応召といわれた）されたが、運良く原形を留めて終戦を迎え、石原産業に残されて

いることを伝え聞いた檀家の方たちが、供出前に採っておいた拓本を証拠として、無事持ち帰ることが

できたものである。 
そして水谷が本堂の前に置かれた手水水船について、表の二文字を「とうかい」と読むこと。裏に彫

られた「高須世臣／増田九兵衛正禄」が、美濃高須藩の家臣で尾張藩の弓術師範をしていた人物である
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ことを説明した。なお、この水船

について、文政年間（１８１８～

３０）丹生川下村の松宮周節が著

した『伊勢輯雑記』にも「北山安

行寺（中略）手水石盤松下ニ居ル。

文化十一甲戌年（１８１４）出来、

濃州高須世臣増田五兵衛寄附

也。」と記されている。      
  
 

圓福寺の鐘楼と梵鐘       伊藤 忠 
 
安行寺さんより中山の村中を通り三岐鉄道伊勢冶田駅を左に見てすぐ右に回り東村に入り少しして

圓福寺（えんぷくじ）山門に到着、順次鐘楼堂に入って頂き旧鐘と新の大釣鐘を見て頂きながら鐘楼堂

の上より説明をさせて頂きました。 
同寺の開基は平安期・天台宗でしたが蓮如上人に帰依し真宗に改宗、寛永１６年圓福寺の寺号を下さ

れ、安永６年（１７８０）本堂を再建されています。 
２間梁の鐘楼堂は文化３年（１８０６）再建、瓦葺き、方４面、柱共装飾、俗に袖彫物といわれ京都

の名工の作と伝わり、梁頭(はりがしら)には獅子などの緻密(ちみつ)な彫刻がほどこされ。土台は切石を
用い堂々とした風格があります。 
鐘楼堂の隅に保存されています小さい鐘（旧鐘・経７５ｃｍ･高さ 1、５６ｍ重さ４８０ｋｇ）は延享

(えんきょう)４年(１７４７)菰野町田光の冶工諸岡太郎左衛門尉国重が鋳造しました。国重作の梵鐘は極
めて数少なく北勢地区では唯一現存するのみです。 
明治３６年３月１３日火災にあい、本堂、庫裏とも焼失、梵鐘は山門、鐘楼堂とともに難を逃れまし

たが火急を告げる乱打によって加熱し、亀裂が生じ澄んだ音色が消えました。 
翌３７年現在の本堂が再建されました。 

  
圓福寺              鐘楼の前で説明する伊藤さん     旧梵鐘 

旧鐘は太平洋戦争で供出しましたが終戦後返還され鐘楼堂に戻りましたが鐘声は余韻が無く、新鋳の

議はたびたびでしたが時機を得ませんでした、が本堂大修理を契機に鐘楼堂に釣合った梵鐘を新作する

ことになり桑名の中川梵鋳(永平寺や万福寺の大鐘を製作)に発注し昭和５０年春、新造されました。 
『力強く撞(つ)けばどこまでも澄んだ音色が響きわたり、ゆっくり撞けば山の峰に響き、化け物を追い

手水水船を説明する水谷さん 水船（正面）拓本 
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払い､魔物を身動き出来ない様にする』といわれる、素晴らしい大梵鐘（径１ｍ･高さ１．８６ｍ 重さ

１２８０ｋｇ）は寺の法器(仏具)で堂々と圓福寺を守っています。 
(圓福寺梵鐘由来記参照) 

代表挨拶後、解散各自阿下喜駅･伊勢冶田駅･オプションの藤田 Nゲージ鉄道博物館へ向かいました。  
 
 

         番外 藤田Ｎゲージ鉄道館        西羽 晃 
 
 圓福寺で予定の時間に解散し、阿下喜駅へ向かう群と一部は治田駅へと向かう人もいた。番外として

藤田Ｎゲージ鉄道館を計画に入れていたので、十数人が約１０分ほど歩いて藤田Ｎゲージ鉄道館へ行っ

た。この鉄道館の前を全体のコースとして通ったが、館内が狭いので、大勢が入られないから、番外と

して希望者のみが行くことにしてあった。到着すると先客がいたので、暫らく待ってから中へ入れても

らった。倉庫の二階が展示場である。 
 街や村、山もあれば、川もある。トンネルも橋もある。駅もあり、プラットホームもブリッジも。そ

の中を電車が走る。本物さながらの出発ベルが鳴り、出発進行である。何本かの線路があり、さまざま

の形の電車が行きかう。ポイントも自動的に切り替わるし、踏み切りも自動的に「チンチン」と警報音

が鳴り、開閉する。 
 Ｎゲージとは何かと思ったら、Ｎine 即ち９ミリの線路幅の鉄道だとのこと。架線はないが、二本の
線路にプラスとマイナスの電流が流れているそうだ。以前は夜の風景も再現し、電車に灯りがつき、家

の窓からも灯りが洩れていて、部屋の照明を消すと幻想的な夜景色を見せたが、今は昼間風景に限って

いるそうだ。 
 館長の藤田さんのこだわりに感心しながら、大人も童心に返って、目を輝かして飽かずに眺めている。 
 ＪＲ東海紀勢本線のＶＴＲを約２０分見せてもらう。この画面は何インチか知らないが、超特大で迫

力がある。 
 １時間足らず見学をして、館長さんに御礼を述べて退出し、阿下喜駅まで歩く（但し私は伴走の自動

車に乗せてもらった）。阿下喜温泉に行くと何人かの参加者の顔が見られた。温泉に入ったり、休憩し

たり、買い物した様子である。世話人たちも阿下喜温泉でビールやコーヒーを飲ながら、反省と報告書

の分担などを決めた。 
 １６０人余という最高数の参加者にも関わらず、参加者の皆様のお陰で、事故も無くて無事に済んだ

ことは何よりであった。個人的なことだが、私は風邪気味が直らずに心配しての参加だったが、約２万

歩を問題なく歩けて、心身ともにリフレシュし、翌日には風邪も消えていた。 

   
 藤田Ｎゲージ鉄道館 
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