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麻生田駅から善了寺まで              水谷 一夫 

 

 この日は東員駅に集合する近鉄の「東海の自然歩け歩けハイキング」も催されて混雑が予

想され、三岐鉄道もふだん楚原駅止めの西桑名駅８時４４分発の電車を阿下喜行きに延長し

て運転、車内の受付も混乱することなく麻生田駅に向かった。 

 朝から晴天のハイキング日和、１５６名の皆さんに参加して頂いた。臨時電車が麻生田駅

に到着すると、すでに先発隊は萬笑院に向かって出発していて、近藤代表の挨拶もそこそこ

にしてスタートする。北勢線沿いの細い地道を一列になって歩き、踏切を渡って先発隊と合

流、大安町丹生川久下を目指して、員弁川に架かる天王橋を渡る。 

 

天王寺橋に向かう 

＜持光寺＞ 

 境内に入ると、すでにご住職はお待ちになっていて大勢の参加者に囲まれながらお寺の由

緒と大正図書館についてお話し頂いた。 

持光寺は山号を金剛山といい、浄土真宗本願寺派、本尊は阿弥陀如来である。開基は古く、

鎌倉時代、尾張国海西郡仁江郷にあったといわれる。のち美濃国稲葉の里に移り、さらに１

５世紀中頃、員弁郡治田垣内において一宇を建立したが、永禄１０年(１５６７)織田信長の

北勢侵攻の兵火に遭って堂宇のことごとくを全焼したため、２年後、この地に移転した。天

正年間(１５７３～９２)織田信雄の招きで三重郡小杉に持光寺を建立したため、ここ丹生川

の旧坊は通い寺となって留守居が置かれた。その後、明和年中(１７６４～７２)持光寺の住

職勝煙は隠居し、西任と称してこの寺に留まり、その後は住職が常住した。なお、西任は和

第２５回北勢線の魅力を探る「水の恵みに先人たちの偉業を慕う」 

参加者：１５６人（内子ども６人）  協力：ふるさといなべ市の語り部の会 
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歌に秀で「西任歌集」を上梓している。 

明治２年(１８６９)頃、小杉の本寺からの独立を住職佐藤宗英師が発願し、門徒の総意を

得て運動を興して、同８年に本寺より独立した。佐藤宗英師は天保元年（１８３０）長州美

祢郡に生まれ、安政２年(１８５５)当山に養子として入られた。明治５年(１８７２)に設置

された宣教活動を行う教官である教導職に任命され、また、明治９年(１８７６) 浄土真宗本

願寺派の僧侶教育のため、桑名において創立された五瀬（ごらい）学校の副監を勤めた。明

治３０年(１８９７)６８歳で永眠された師の生涯については、長男佐藤巌英師が境内に建て

た「佐藤宗英師碑」に刻まれている。 

明治１２～１６年(１８７９～８３)本堂と鐘楼を、同２７年(１８９４)書院を建立した。

のち昭和４年(１９２９)鐘楼を再建し、同５２年(１９７７)本堂の屋根の葺き替え工事が行

われた。 

   

持光寺                   本堂              住職の説明 

＜大正図書館＞ 

 大正２年(１９１３)４月、持光寺住職の佐藤巌英師は庫裏を開放して「大正図書館」と命

名し、蒐集した蔵書４０００冊を公開して多くの人に読書の機会を与えられた。 

佐藤巌英師は明治８年(１８７５)持光寺に生まれ、京都本願寺の大学林に学び、卒業後、

教学局に入局した。その後、第九師団布教師となって金沢駐在中に日露戦役が勃発し、旅順

奉天で布教に務め、明治４０年(１９０７)東京出張所参事となり近衛師団など東京の布教に

従事した。明治４４年(１９１１)には在米同胞慰問・宗教状況視察を命ぜられて渡米し、大

正２年(１９１３)ハワイ同胞慰問を命ぜられ、帰国後は全国を周遊して講演活動を行うなど

終生護法と社会発展のために尽力され、大正７年(１９１８)病を得て逝去されました。 

なお、丹生川久下の松宮家は、伝来する松宮周節の遺稿の散逸を恐れて『伊勢輯雑記』な

どの著書を大正図書館に寄託された。 

 

＜松宮周節＞ 

 次いでいなべ市の語り部、樋口平和さんが大正図書館に所蔵されている『伊勢輯雑記』の

著者松宮周節について説明されました。 
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松宮周節は天明７年(１７８７)医師松宮祐弘の第２子として丹生川下村に生まれ、６歳の

頃より学問に精進して四書五経など和漢の書に通じた。さらに父の元で医学を学んで家業を

継ぎ、天保４年(１８３３)御目見得医師となり帯刀を許された。人の話を聞くことと読書を

好み、生活は極めて質素であったが、天保５年(１８３４)と同８年、飢饉に襲われた地元の

難渋者に施米・施粥を行って救済している。医業の傍ら伊勢国中を回って各地の地誌・歴史

を記した『伊勢輯雑記』などを著した。弘化３年(１８４６) 他界、享年６０歳。なお、松宮

周節の墓碑は久下共同墓地の北部、松宮家墓地の中央に建っている。 

 

 この日、持光寺さんは本堂や大正図書館を開放され、大勢の参加者がご本尊を礼拝され、

また、大正図書館に入館した人たちは多くの蔵書に目を奪われていた。公開されていた『伊

勢輯雑記』を手にとってご覧になる方もあって、大して広くない図書館の中は文字通り立錐

の余地のない賑わいでした。寺を出て南へ山北家の庭から覗くことができるマンボを訪ねま

した。  

   

伊勢輯雑記を見る参加者           大正図書館にて住職と語る参加者        語り部樋口さん 

 

＜山北家のマンボ・生水（しょうず）マンボ＞ 

 マンボとは、地下水を集める素掘り横井戸の一種で、古くは飲用にも用いられたが、現在

では農業用水として活用されている。この地には山北家のマンボや生水マンボなどが残され

ている。以下は山北家のマンボについて、昭和５４年(１９７９)まで同家に住んでみえた北

勢線の魅力を探る会のスタッフ、山北昌克さんからの聞き書き。 

このマンボは２００メートルほど下にある親戚の松宮家にも流れているが、その出口は不

明で距離も分からない。夏場、マンボでスイカなどを冷やしたりして、近所の人も利用して

いた。中は夏涼しく、冬は暖かかったので子どもの頃は中に入って友達と遊んだ。冬は水が

涸れていた。 

なお、山北さんの祖父は、持光寺の住職佐藤哲英師が京都へ修行に向かわれるときや、帰

郷されたときには石榑峠まで送迎に出られたとのことである。 
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山北家で説明をする語り部樋口さん    マンボを見る参加者   マンボの中 

山北家を出て門柱が残る旧丹生川村役場跡と古色蒼然たる旧郵便局舎の間を左折、三岐線

の丹生川駅前から東へ通じる市道を歩く。かつて魚屋さん・豆腐屋さん・電気屋さん・酒屋

さんなどが並ぶ人通りの多い道であったというこの道を東へ、市道久下北線と交わる地元で

「おかげ参り旅立ちの地」と呼んでいるところにある松宮周節が建立した常夜燈の前で、語

り部の樋口平和さんから「文政１３年(１８３０)３月に“天照皇太神宮”のお札が降った松

宮周節家では小祠を建ててお札を祀り、天保２年(１８３１)６月、参宮できない人がここか

ら神宮を遙拝するための常夜燈を献燈した。なぜかお札は金持ちの家に降って貧乏人の家に

は降らなかったといわれている。」ことを教えて頂いた。そして道の右手に「生水マンボ」

と標石のある水路のところを曲がって善了寺に向かった。 

  

おかげ参り旅立ちの地         生水マンボ 

 

＜善了寺＞ 

 東野山善了寺は浄土真宗本願寺派、本尊は阿弥陀如来である。１７世紀末、元禄の頃の再

興と伝え、三重郡小杉村の持光寺の末寺であった。俗姓を稲葉越智某といった開基の善西は、

はじめ天台宗に帰依して西善と称していたが、のち浄土真宗に改宗して寺号の蕃浄院を善了

寺と改称した。 

古城主野田丸右京の菩提寺と伝え、野田丸家の阿弥陀如来の絵像が伝来している。また、

本堂には蓮如上人染筆の六字名号が掛けられている。本堂は明治４１年(１９０８)の再建、

平成１１年、屋根の葺き替えが行われた。鐘楼は明治２７年(１８９４)の建立である。 
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 故郷に帰りて石蕗の花開く 

 これは三重県に生まれ、昭和１５年(１９４０)から岡山県の国立療養所長島愛生園に入所

してみえるハンセン病回復者田端明さんの作品である。平成５年、坊守の東野久子さんは「真

宗とハンセン病」学習グループの方に誘われ、初めて長島愛生園を訪問されて田端明さんに

出会われ、その後、毎年同園を訪問してみえます。支援グループの皆さんとともに田端明さ

んの里帰りに尽力されて、平成１０年に入園以来初めての帰郷が、平成１６年には生家へ里

帰りが実現した。冒頭の句は再び訪問された故郷でうたわれた作品で、坊守さんはこの帰郷

を記念して川端明さんの詩・川柳・随筆の作品集『故郷に咲いた石蕗の花』を編集して、平

成１７年に出版された。 

   

善了寺               住職東野さん         本堂 

 

 

片樋マンボ～大神社～庄屋の墓・員弁第１街道跡    西村 健二 

 

＜片樋マンボ＞ 

 県道 140号線、通称ミルクロードの片樋交差点脇に片樋区民広場ゲートボール場があり、

そこには 2 基の石碑が建立されています。南側に位置するのは「ほ場整備事業竣工記念之

碑」で、昭和 59 年（1984）3 月に大安西部地区の県営圃場整備事業が完了したことを記念

して建てられました。北側は同年 7 月 1 日に片樋土地改良区によって建立された「間風顕彰

之碑」（中村史翠書）で、裏面には片樋間風の由来が刻まれています。 

 間風はマンボあるいはマブと読み、地域や個人によって呼び方が異なります。表記も間歩・

間夫・間府・万法など様々です。灌漑用、上水用などの用途で設けられた用水路を指し、一

部あるいは大部分で地下を通る水路を呼ぶことが多いようですが、地上を通る一般的な水路

をマンボと呼ぶ人もいます。 

片樋マンボについては、員弁川の支流青川右岸に位置する河岸段丘、通称宮山の湧水を集

めて引いた水路で、数箇所の竪穴開渠があり、片樋集落内では 2 箇所の利水施設がありま

す。今回は地下水路の出口となる部分、小林家の利水施設、集落内の利水施設を見学しまし

た。地下水路の出口部分には「遺跡 片樋まんぼ 大安町」と刻んだ石碑が建ち、小林家で
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は個人宅にある貴重な利水施設を拝見することができました。集落内の利水施設には見学者

用に駐車場も設けられ、平成 14 年（2002）4 月には片樋区によって「大安町文化遺産 片

樋間風」と刻んだ石碑と案内解説板が設けられました。 

 片樋マンボは明和年間（1764～1772）に水不足で苦しむ農民を救うべく庄屋冨永太郎左

衛門が肝煎伊藤五郎右衛門、総代元治らに相談して設置を計画し、安永 4 年（1775）7 月に

完成させました。しかし、嘉永 7 年（1854）に連続して発生した安政大地震で大きな被害を

蒙って水量が極度に減少したことから、文久 2 年（1862）に庄屋二井藤吉郎が現在の水源

地まで延長工事を実施しました。平成 12 年（2000）には片樋地区まんぼ保存会が結成され、

住民有志によって現在も維持管理がなされています。 

   

地下水路の出口              語り部から片樋マンボの説明を聞く   片樋マンボ 

 

＜大神社＞ 

【由来と祭神】 

 大物主神を主祭神とする神社で、社号は「おおみわのやしろ」と読みます。大物主神は大

国主神の和魂で、三輪明神とも呼ばれます。和魂（にぎみたま）は神の多面性を表す神道用

語で、神々の平和的側面を表し、荒々しい側面を表す荒魂（あらみたま）と対になるもので

す。奈良時代の天平神護年間（765～767）、奈良県桜井市に鎮座する大神神社から勧請され

たと伝わり、延長 5 年（927）に編纂された『延喜式』神名帳にも朝明郡に「太神社」と記

されています。 

かつては奥宮と下宮の 2 社から成り、下宮には神宮寺も存在した大規模な神社でした。奥

宮は宮山に鎮座し、上之御膳社、上之御前社、団子の宮とも呼ばれましたが、明治41年（1908）

1 月 2 日に下宮に合祀されました。神宮寺は山号を内輪山と号し、十一面観音菩薩像を本尊

としていましたが、神仏分離令のため慶応 4 年 3 月 28 日に廃寺となりました。現在の鎮座

地にあたる下宮は大和宮、三輪大明神社とも呼ばれました。 

元亀 2 年（1571）5 月 4 日には滝川一益の兵火にかかりましたが、同年 10 月には奥宮跡・

下宮跡にそれぞれ小社を、元亀 5 年（1574、ただし元亀は 4 年まで）2 月には神宮寺跡に観

音堂を再建したと伝わります。その後も社殿は大風雨や倒木によって幾度となく被害を受け
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ますが、桑名藩主本多忠政あるいは松平定良からの献木、氏子達の寄進等もあって幾度も再

建されています。現在の社殿は、拝殿が昭和 35 年（1960）、本殿が昭和 55 年（1980）に建

てられました。なお、明治 41 年（1908）1 月 2 日に奥宮とともに片樋に鎮座する津島社（祭

神：素戔鳴尊）、八天宮社（祭神：火産霊神）、山神社（祭神：大山祇神）と境内社の八幡社

（祭神：応神天皇）、住吉社（祭神：底筒男神・中筒男神・表筒男神）を合祀しています。 

  

大神社               宮司日下さんの説明 

【境内散歩】 

 境内には古い石造物はなく、大正と平成の 2 期にわたって大規模な境内の整備が行われ

たことが分かります。大正 15 年（1926）寄進の石造物としては、境内入口に石鳥居（日下

又一・日下政七寄進）、「延喜式内大神社」と刻んだ社号碑（日下徳治郎寄進）、幟台（日下

亮一・二宮忠太郎寄進）があります。摩耗によって建立時期は明らかではありませんが、石

灯籠（日下平五郎寄進、石工長崎伝太夫）も同時期のものと考えられます。また、掲揚台に

は「片樋青年会」とありますが、建立時期は不明です。拝殿前には、狛犬（伊藤雪堂寄進）、

石灯籠（日下正右エ門寄進）、玉垣（小林治郎一寄進、石工長崎伝太夫）があります。おそ

らく幟台（日下亮一・二宮忠太郎寄進）、石灯籠（伊藤太八・二宮忠太郎・日下平右エ門）

も同時期のものと考えられます。なお、寄進者のうち、日下徳治郎は丹生川村長、日下又一

は片樋で米穀肥糧店を営んだ人物です。伊藤雪堂は大神社の宮司日下家の親族で、次に紹介

する日下弘成（1840～1911）の墓碑の裏面に名が刻まれています。 

 次いで平成に入ってから建立されたものを紹介しますが、平成には随時整備がなされたこ

とが分かります。また、寄進者の個人名ではなく「氏子中」などと刻んでいることが特徴で

す。平成 2 年（1990）6 月に本殿の内玉垣（氏子中寄進）、平成 4 年（1992）10 月に境内入

口の幟台台座（片樋氏子中寄進）、平成 6 年（1994）10 月に拝殿前の幟台台座（片樋氏子中

寄進）、平成 10 年（1998）10 月に拝殿前の石灯籠（氏子中寄進）、平成 18 年（2006）9 月

には境内入口の玉垣（氏子中寄進）、同年 10 月に満願成就と刻まれた百度石が建立されてい

ます。平成 25 年（2013）7 月には手水舎（大工伊藤清次・木材二宮吉見・手水石伊藤美善）

が建てられ、奉賛者の氏名が掲げられています。 

 社務所の南には神池があり、大小 2 つの島があり、小さな島は祭祀の対象として注連縄が

張られています。拝殿には毎年 1 月に子供会が寄進する絵馬が掲げられており、年未記載の
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絵馬 1 体、昭和 53 年の絵馬 1 体があり、昭和 56 年以降は平成 27 年までのものが並んでい

ます。ほとんどの絵馬には「天福地福皆円満」と記されています。なお、平成 15 年（2003）

10 月に賽銭箱（二宮英文寄進）、平成 18 年（2006）9 月に境内を描いた絵画（日下寛寄進）

が寄進されています。 

 

＜大神社宮司日下家墓所＞ 

 大神社の東側に代々宮司を務める日下家の墓所があります。日下家は大神神社神職の一族

で、藤原姓を名乗っています。また、代々の諱には「成」を通字として用いています。墓所

には全部で 20 基の墓石が並び、3 基は何も刻まれていません。摩耗が激しく判読が困難な

ものもありますが、東側から順に以下のようになっています（誤読が多いと思いますが、ご

容赦願います）。 

①小笠原梅尾（明治 33 年（1900）7 月没）、②前神主藤原吉成（天保 15 年（1844）7 月没）、

③日下斎宮（釈妙究・吉子、嘉永 4 年（1851）2 月没）、④文字なし、⑤日下斉□（安政 5

年（1858）7 月没）、⑥神主日下大和正藤原成久（寛政 12 年（1800）12 月没）、⑦文字な

し、⑧文字なし、⑨日下登志恵（桑名藩士岩崎安右衛門長女、日下弘成妻、大正 11 年（1922）

9 月没）、⑩日下俊一（大正 3 年（1914）7 月没）、⑪日下広英（昭和 8 年（1932）5 月没）、

⑫不明、⑬日下弘成（明治 44 年（1911）7 月没）、⑭日下薫（明治 44 年（1911）3 月没）、

⑮日下三成（陸軍軍医少佐、昭和 15 年（1940）12 月没）・日下弘成（陸軍大尉、昭和 17 年

（1942）11 月にガダルカナル島沖で戦死）・日下茂雄（陸軍中尉、昭和 20 年（1945）2 月

に台湾基隆上空で戦死）、⑯日下あい（昭和 49 年（1974）10 月没）、⑰日下道成歌碑、⑱日

下益恵（明治 13 年（1880）5 月没）、⑲日下始（明治 8 年（1875）8 月没）、⑳日下房子（昭

和 2 年（1927）12 月没）。 

 

＜庄屋冨永家・二井家墓所＞ 

 大神社宮司日下家墓所脇の細い道を通って東側に進むとすぐに庄屋冨永家と二井家の墓

所があります。墓所の入口には平成 12 年（2000）に大安町ふるさと景観支援事業で建立さ

れた「員弁第一街道の跡」碑が建てられています。この細い道こそが員弁第一街道であり、

元禄 14 年（1701）頃に宇賀川の水路を現在の位置に変更した際、新たに築いた堤防から百

間を隔てた場所に設けられたものです。現在は桑名市内となった員弁郡島田村から阿下喜村

まで員弁川右岸に沿った街道で、市に行く者や伊勢神宮への参拝者の利用が多かったことか

ら「市街道」、「お伊勢参り道」とも呼ばれました。しかし、後に濃州街道の利用が主流とな

ったことからさびれていきました。 

 片樋で庄屋を務めた冨永太郎右衛門と二井藤吉郎はいずもれ片樋マンボの築造と改修に

大きく貢献した人物です。二人の墓地は員弁第一街道沿いに村人によって設けられましたが、

平成 12 年（2000）に現在の状況に整備されました。全部で 10 基の墓碑が並び、「まんぼと
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庄屋墓地」の解説板もあります。摩耗が激しく判読が困難なものもありますが、奥から順に

以下のようになっています（誤読が多いと思いますが、ご容赦願います）。冨永太郎左衛門

は奥から 8 番目、二井藤吉郎は奥から 5 番目の墓碑です。 

①文字なし、②文字なし、③二井定一（天正 7 年（1579）2 月没）、④二井藤兵衛、⑤二井

藤吉郎、⑥二井藤吉郎室（釈尼貞勝、万延元年（1860）6 月没）、⑦片樋まんぼ掘削二井氏・

富永氏庄屋の墓、⑧冨永勘蔵忠至（安永 7 年（1778）10 月没）、⑨冨永太郎左衛門忠清夫妻

（釈宗休、釈妙休）、⑩釈宗安・釈妙露。 

   
大神社宮司日下家墓所                  庄屋の墓の説明をする語り部日下さん   員弁第一街道の跡 

＜参考文献＞ 

大安町教育委員会編『大安町史 第一巻』 大安町 1986 

小堀巌編『「マンボ」日本のカナート』三重県郷土資料叢書 102 集 三重県郷土資料刊行会 1988 

大安町教育委員会編『大安町史 第二巻』 大安町 1993 

大神社社務所編「大神社御由緒」 大神社社務所 2015 

 

 

教楽寺          伊藤 美善（ふるさといなべ市の語り部） 

 

 大神社から庄屋の墓・員弁第一街道跡には少し脇にそれて、再び元の道に戻り、途中狭い

道を抜けて教楽寺にたどり着く。本堂で住職さんからお話をお聞きする。 

 教楽寺は、浄土真宗本願寺派の寺院で、寺号は法輪山。本尊は阿弥陀如来像。開基につい

ては、織田信長の北伊勢攻めなどで史料が焼失するなど定かでないが、同寺などに伝わる話

としては、奈良時代の僧・行基によって法相宗の寺院として開かれたという。その後、天台

宗、真言宗に転派。室町中期になって、近江の国から移り住んだ近江源氏一門の木村四郎右

近介頼清（法名・善智）が、寺を引き継いだ。この時、本願寺八世・蓮如の影響を受け、浄

土真宗に転じ、現在に至っている、という。現在の木村祐邦住職は、善智坊から数えて十七

代目である。 

一方、教楽寺から分かれた長伝寺（東員町）の寺伝によれば、戦国の世に無常を感じた近

江源氏の一門・木村頼清が、蓮如上人のもとで他力の教えを聴聞、阿弥陀如来像を授かった
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という。永享１４（１４４０）年には、父と戦場に向かう途中、遁世発心して故郷を離れ片

樋の地に草庵を開いた。これが寺の始まりと伝えている。 

教楽寺の十六面観音像は平安時代につくられ、恵心僧都の作といわれている。また、寺の

周辺には「薬師」や「観音」、「弥勒」の地名もあり、教楽寺六宇の名残とも伝えられている。 

寺の境内には、行基が詠んだといわれる歌碑も建てられている。その歌は「茂留渭美津片樋

大登遠世登教留遠聞天耕寸民曽楽武 僧行基 大宝元年丁酉正月十七日（漏る井水 片樋で

通せと教ゆるを 聞きて耕す民ぞ楽しむ）」。水不足に悩む村人に、行基が片側の樋（Ｌ字形

の樋）で川から水をひきなさいと教えたというもので、片樋の地名になったといわれている。 

   

教楽寺              住職さんの説明          十六面観音像 

 

 

了圓寺、西岸寺     出口 保男（ふるさといなべ市の語り部） 

 

今回は小さな子どもさんも何人か参加されていた。ここまでの歩く距離が長く、かなり疲

れていた様子。それに「おなかが空いた」との声が聞こえ始めた。昼食の予定は、次の高柳

の了圓寺。励まして、更に歩くこと２５分。漸く了圓寺に到着。 

＜了圓寺＞ 

住職不在のため、小生が説明するも、もう疲れている方が多く、半分ぐらいの方が耳を傾

けてくれたが、後の半分は、境内に座り込む方や、お喋りしながら周囲を散策している方も

見えた。外での説明を終え、全員、本堂へ入ってもらい、お寺の簡単な説明を行う。その後、

昼食となった。かなり歩いたので、皆さん、手弁当の味は格別においしく召し上がったこと

と思います。天気も良く、広い境内、大きな御堂、夫々の場所で昼食をとっていた。 

大安町にある１７ヶ寺の内、ここ了圓寺は、唯１ヶ寺だけ真宗大谷派（お東）の寺である

（お西１４ヶ寺、浄土宗１ヶ寺、臨済宗１ヶ寺）。了圓坊が１６８２年に開基。もとは天台

宗であったが、なぜか、この寺だけが、お東となった。東正門の右に「元禄元年・庸凞山了

圓寺」（１６８８年）と刻まれた石柱が立っている。左に「破塵協会記念碑・花山大安書」

と刻まれた大きな花崗岩の石が立っている。「破塵」とは、真宗では「煩悩・悩みを解決す
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る」という意味で、明治２０年頃に、檀家組織とは違う、講の組織を結成。お金を積み立て

て、当時、寺の偉い僧侶を招いて勉強会を重ねていた。が、昭和６年に解散となり、積立金

残金の処理を相談したところ、お金は分けないで「記念碑建立」となったもの（同じ時期に

他の寺でも同様の組織があったが、積立金の残金は解散時に、ほとんどの寺が分けた）。な

お、「協会」は寺の俗称で、現在も真宗では使われている。 

ここ了圓寺は、大正７年に本堂建立。間口９間の総ケヤキ造りの大きな御堂である。屋根

は、平成に入って葺き替えた。山号の「庸凞山」の意味は、「庸は普通・平凡の意味」「凞は

喜ぶ・光るの意味」である。現在は１３代目の住職。 

   

了圓寺山門と太鼓堂       了圓寺             庭で昼食をとる様子 

昼食後は、オプションの西岸寺・郷土資料館に行くコースと、このまま楚原駅に向かうコ

ースに分かれて進んだ。 

 

＜西岸寺＞ 

西岸寺は、真宗本願寺派（お西）で、天台宗より改宗。１５７０年に釈道岸によって開基。 

９代目和尚、玄海は大きな功績を残された方で、江戸中期に地元農民が旱魃で困っていると

き、私財を投げ打って、現在の「両ヶ池の上溜め」を敷設。約３０町歩の田畑を現在も潤し

ている。また、和尚夫人は、桑名藩第１１代藩主松平忠功の家老、奥平織右衛門の長女。桑

名藩との繋がりも深く、当時の桑名藩より信頼も厚く「藩札」「私札」と木版が保管されて

いる。現在の住職は１５代目。本日は住職が体調不良のため、小生が概略説明を行いました。

この後、隣にある郷土資料館に移動した。 

  
西岸寺                   語り部出口さん説明 
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いなべ市郷土資料館                岡本 浩平 

 

 西岸寺を出ると、すぐそばにある「いなべ市郷土資料館」に寄った。 

 この建物は、大安町庁舎として昭和 44 年に完成した。１階よりも３階の方が広い特異な

デザインで、その年の「中部建築賞」を受賞している。昭和 60 年に新しい大安町庁舎が完

成して移転したのち、大安町郷土資料館としてスタートし、いなべ市となってからは市全域

の資料を収集している。 

中へ入ってまず目につくのが御輿である。これは旧大安町所有の子ども御輿だそうです。

１階部分は、各地から集められた民具などがいっぱい並べられて雑然としている。 

  

  

いなべ市郷土資料館と展示物 

後日、この文章を書くためにもう一度訪れて学芸員の平野もと子さんに３階部分を案内し

ていただいた。３階には戦争に関する資料室があって、日清戦争から太平洋戦争までのたく

さんの資料が並んでいる。昭和 18 年の召集令状や日露戦争の金鵄勲章、国際連盟脱退を報

じる号外などが展示されている。千人針、銃弾を受けて穴があいた飯盒などがなまなましい。

また、戦時中の「アサヒグラフ」などが手にとって見ることができる。 

日用民具や農機具などのほか、木樵の大きなノコギリ、ふいご、屋根葺き用具など、各地

の資料館でもあまり見ることのない展示物が多く陳列されている。 

私のようなシルバー世代には懐かしく興味をそそられる物ばかりだが、若い人たちには、
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すべて説明しないと見ただけでは分からないだろう。そのためには展示方法、解説札などに

工夫が必要だと思うが、資料の数が多く、人手が間に合わないようだ。図書もたくさんある

ようだが、目録があるといいなと思った。いずれ、この資料館も現在の市役所大安庁舎に移

るようだから、さらに整理が進むのを期待しよう。 

貴重な資料が多いので、時間をかけてじっくり御覧になることをみなさんにお勧めしたい。

休館日は月、火曜日。開館時間は午前９時～午後５時。閲覧無料。 

 

 

員弁川第一頭首工    藤田 修士（ふるさといなべ市の語り部） 

 

郷土資料館を出て、再び了圓寺の前を通り、員弁川第一頭首工に向かう。 

員弁川第一頭首工とは、員弁川にかかる三笠橋の下流５０ｍほどにあり、農地灌漑用井堰

と取水口を言います。この頭首工（高柳側）で取水された水は両岸にわかれ、右岸は大安町

高柳、大井田、門前，南金井、梅戸までの約 140 町歩を潤しています。また、左岸は、員弁

町西方、大泉、東一色、さらに東員町大木迄約 80 町歩を灌漑し、両岸併せて 200 町歩以上

の水田の用水井堰です。この第一頭首工が完成したのは昭和３９年５月の事で、それ以前は

右岸は、大井田用水、梅戸用水と呼ばれる二つの井堰に分かれていました。 

   

員弁川第一頭首工           語り部伊藤さん    三笠橋を渡る 

大井田用水は延宝２年～８年（1764～1771）に出口嘉平治が現在の取水口からまだ 70～

80ｍ下流で取水し、大井田まで導水路を開発した大井田井水に始まります。その後、野村増

右衛門の宇賀川改修、因善六郎の用水改良を経て昭和の時代まで至ってきました。現在、取

水口やその水路等はこの地ではほとんどわかりませんが、下流ではあちらこちらにその後が

残されています。また、梅戸井水は安政２年（1855）梅戸庄屋の清水次郎衛門が大井田の清

水の北、員弁町中島に取水口を作り、梅戸、南金井の用水としたと伝えられています。この

用水跡は現在でも国道３６５号のバイパスの西側に少し見られますが、やがては姿を消すで

しょう。大井田の人達はこれらの用水の内、大井田井水の取水口を「一のど」梅戸井水の取

水口は「三のど」と呼んでいました。いずれの用水も戦後の河川の荒廃で河道が下がり取水

が困難となりましたので、３用水が共同して、現在の頭首工が設置されたと聞いています。 
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左岸金井井水は藤田平左衛門が寛延３年（１７５０）～宝暦９年（１７５９）までかかり、

ほとんど独力で開発した大木井水が元となっています。藤田平左衛門は山口の城主で織田信

長に滅ぼされた藤田当麻之亟の子孫で、1600 年代の後半には大井田に庄屋格として在住し、

かっての一族郎等の子孫が困窮していると知って大木の新田を開発して、この地に呼び寄せ

たそうです。 

現在は金井井水と言われていますが、以前は六把野井水が古井水、に対して約１３０年後

に出来たこの井水を新井水と言いました。 

（員弁川第２頭首工は大泉橋下流（梅戸）・第３頭首工は坂井橋上流（星川）・六把野井水頭

首工は北勢町麻生田で、この４つが員弁川に作られた大型の頭首工です） 

 

 

めがね橋とねじり橋                   伊藤 忠 

 

三笠橋を渡り、めがね橋、ねじり橋に向かう。ちょうど上りの電車が麻生田方面から来て

いて、絶好のシャッターチャンスとなった。すぐに反対方面の電車が来るということで、ね

じり橋に向かい写真を撮る。電車の時間にピタリと合わせたような絶妙のタイミング。 

  
めがね橋（三重交通時代のツートンカラーの電車）   ねじり橋（ハローウィン仕様の電車） 

めがね橋とねじり橋は、日本では数少なくなった軌間 762mm のナローゲージの鉄道路

線、三岐鉄道北勢線の麻生田と楚原の間にあるコンクリートブロック製の橋（注１）です。

かつてはコンクリートブロックで建物を建てた時代もありましたが、地震などで崩壊し、現

在ではほとんど残っていません。ですがこのめがね橋（明智川宆㝫橋(きゅうりゅうきょう)）

（注 2）と、これから東３００m ほど離れたところにあるねじり橋の二つは、ともにコンク

リートブロック製で、現在も鉄橋として使用されていることから、日本の近代土木遺産とな

っています。 

 ねじり橋は正確には六把野井水拱橋(ろっぱのゆすいきょうきょう)（注 3）と言います。
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絶妙な勾配を駆使して流れる六把野井水（注 4）が、線路に対して直角ではなく 40 度の角

度で交差しています。そのためかこのアーチ橋は現在存在が確認されている我が国唯一の、

コンクリートブロック製のねじり間歩(まんぼ)（注 5）です。ねじり間歩（型枠整形が不揃

い）は現存する斜拱梁の最大スパン（9.1ｍ）、最急斜度（40 度）です。 

「日本の近代土木遺産―現存する重要な土木構造物２０００選」（土木学会出版・５０年

以上前に建造され、現在も現役の構造物）に２００９年に選ばれ、Ａランクの評価を得てお

り、最も重要な土木遺産で、国指定重要文化財に相当すると言われています。 

この橋は大正 4 年 11 月 13 日に着工され、大正 5 年 7 月 15 日に竣工していますが、建築

当時は大正 3 年 7 月に始まった第 1 次世界大戦の真っただ中で、世界的に鉄骨資材が不足

（注 6）して、コンクリートブロックを漆喰（注 7）でつなぐという、知恵と工夫で石積み

に似せたコンクリートブロック製になったと言われています。また完成時の写真を見ますと、

周りに木材で足場のようなものが組まれています。 

これは臨時的に線路の枕木を、この足場で支えて、直接橋に線路が触れないようにしてあ

るのだそうです。この状態が 3 か月間おこなわれ、その後、砂利を敷き、線路を敷設したと

いいます。 

  

大正５年完成時のめがね橋、ねじり橋 

 この工事には多湖英一という下笠田の大工さんの意見も取り入れられています。めがね橋

も同じ工法で建設されましたが、こちらはねじれていないので、コンクリートブロックも大

きさを細かく変えなくてもよく、建設もねじり橋に比べ容易であったそうです。 

 このような苦心の末に、ようやく大正 5 年 8 月 6 日に北勢線は阿下喜東（六石）まで運

転が延長されました。この二つの橋が建設されてから 99 年たつ現在も使用され続けられて

いることは、大変な驚異なのです。 

注１ コンクリートブロック製 鉄筋が入ってないセメントだけで作られた橋。 

注２ 宆㝫橋(きゅうりゅうきょう) ドームのことを日本語では丸屋根、円天井、宆㝫と呼

びます。 

注 3 拱橋 アーチ橋  （拱手、拱把、） 

注 4 六把野井水 1601 年に本多忠勝が桑名藩主として着任後計画され､1635 年に北勢町
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麻生田から東員町六把野新田まで、幅２～５ｍが完成、360 ㏊が受益。高低差 1000 分の 1

から 2000 分の１で、員弁川の水を左岸台地上まで導いた井水（現在は２６０ｈａが受益・

八幡新田まで）。 

注 5 間歩 下に水路を通す構造を言います。 

注 6 １９０４年（明治３７年）７月から八幡製鉄所がようやく稼働するようになりました。

これ以前は釜石鉱山で１８９０年（明治２３年）に日本全体で鉄の生産は２万トンかそれ以

下しかありませんでした。したがってこの時代、我が国では鉄は貴重品でありました。 

注 7 漆喰 石灰、ふのり、すさ（麻の繊維）を混ぜたものを水で練って作成する。 

瓦の隙間こみ、防火用の壁などに多く用いられています。 

 

ねじり橋を後にして、員弁西小学校前を通り過ぎ、旧道を通り楚原駅へとたどり着く。少

し前に電車が出た後で時間に余裕があり、駅の前で記念写真を撮った。 

  

旧道を歩く                 楚原駅で記念撮影 

 

 


