
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 北勢線の魅力を探る報告書 
第 16 回  

日本で 4 番目に発見された珍しい樹木であるｺﾉﾊﾅｻﾞｸﾗを愛で、江戸時代に新

田開発のため整備された溜池の美しい景観などが堪能できる里山コースです。

昼食後、平古野開拓と江戸時代の新田開発についてのミニ講演もあります。 

刻限日影石 笠田大溜 

コノハナサクラ 槙の木 

開催日： ２０１１年４月１６日（土） 

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、都市環境デザイン会議中部ブロック 

         桑員ふれあいの道協議会、桑員まちのファンクラブ、うりぼう 
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楚原駅から観音堂へ            西村 健二 
＜西桑名駅から楚原駅へ＞ 
 8 時前から西羽晃先生、水谷一夫さんらと西桑名駅で受付を行い、8 時 23 分発の電車で

楚原駅へ向かいました。途中、蓮花寺や星川などで続々と参加者が乗り込み、9 時 6 分に

楚原駅に到着。震災による自粛ムードの影響もあってか、参加者はいつもより少なめの 86
名でした。楚原駅での受付は北勢線ガイドスタッフの松岡さんと寺本さん、そして四日市

大学の学生で阿下喜プロジェクト（富田与経済学部教授主宰）に参加する白井佐季子さん

と張文婧さん（中国大連からの留学生）にお手伝いいただきました。 
 9 時 10 分、北勢線の魅力を探る会の近藤順子代表から参加された皆さんに挨拶があり、

その中で今回の参加費を全額震災への義援金として寄付することの提案をしたところ、参

加者全員の賛同を得ることができました。中には参加費とは別に寄付をいただいた方もあ

り、合計で 33,300 円が集まりました。今回お寄せいただいた義援金はいなべ市社会福祉協

議会を通じて中央共同募金会へ寄付させていただきました。 

   
   車内受付の様子           四日市大学生とガイドスタッフ    はじまりの挨拶 

 
＜下笠田城主多湖実元墓＞ 
 楚原駅を出発して西へ向かい、最初に下笠田集落内にある北墓地を訪れ、下笠田城主多

湖実元（1550～1590）の墓を見学しました。墓碑の正面には永享院感応元融大居士という

法号が刻まれ、裏面には「多湖大蔵介橘実元 行年四十一歳」、側面には「天正十八庚寅歳

（1590）四月七日」「於相州小田原陣討死 天保五年（1834）午九月七日建之」とありま

す。 
 多湖家は敏達天皇に始まる古代豪族橘氏の後裔を称し、建武年間（1334～1338）に南朝

方として戦った功により員弁郡を中心とした地域を領しました。下笠田城を本拠として北

勢四十八家のひとつに数えられ、永正 7 年（1510）以降は伊勢国司北畠家に属しました。

永禄 10 年（1567）の織田信長による伊勢侵攻では、周辺の土豪たちと連携して抵抗をし、

永禄 12 年（1569）には北畠家を裏切った木造具政の拠る木造城（津市木造町）の攻撃に

も加わっています。しかし、衆寡敵せず結局は信長に降り、その没後は豊臣秀吉に仕えま

第１６回北勢線の魅力を探る～行く春を いなべの里に 出会いたり～ 
参加者：８６名（内子ども１名） 
協 力：二井靖呼さん、古市みよこさん、位田喜代治さん、水谷つゆ子さん 
    小菅峯生さん、瑞龍院観音堂、平古自治会 
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した。 
天正 18 年（1590）には秀吉の小田原征伐に従いましたが、4 月 7 日に 41 歳で討死しま

した。秀吉が箱根峠を越えて湯本の早雲寺（神奈川県足柄下郡箱根町湯本）に着陣したの

が 4 月 5 日で、翌日に小田原城の包囲を完成しているので、実元は小田原の役の初期にお

いて討死したことになります（北条氏直の降伏は 7 月 5 日）。その後、多湖家は下笠田城跡

に屋敷を構え、代々庄屋を務めました。 
昭和 55 年（1980）に発行された『員弁史談』によれば子孫の多湖秀三郎家に永禄年間

（1558～1570）の北畠家からの感状、天正 5 年（1577）の信長からの感状が遺されてい

るとの記述があります。 
今回説明をしていただいた二井靖呼さんによれば、先代の当主は丸栄の重役を務めたそ

うですが、ご子孫は関東へ移り、多湖家の屋敷跡は分譲住宅地となりました。 

   
多湖墓地で説明する二井さん     員弁西小学校             多湖健一句碑 

＜多湖健一句碑＞ 
いなべ市立員弁西小学校の南門には 2 基の句碑が建てられています。いずれも多湖健一

のもので、東側の句碑は「雪の朝めじろ囀（さえず）る藪の中」、西側の句碑は「飛び来る

蜻蛉手の上に遊びけり」と刻まれています。いずれの句碑も昭和 6 年（1931）春に建立さ

れました。多湖健一は明治 8 年（1875）10 月 29 日に笠田新田に生まれました。明治 27
年（1894）6 月に東京へ出て東京法学院（現在の中央大学）・東京政治学校などで学び、食

料品や貴金属、美術品販売業、古物商などを経て明治 43 年（1910）5 月からは土木請負業

に従事しました。その後、東京公水社の理事、土木事務所長を務めました。多湖健一関係

の石碑は笠田周辺に 7 基あるそうで、次いで訪れた観音堂境内の延命地蔵堂脇にも昭和 6
年（1931）春建立の碑がありました。 
 
＜瑞龍院観音堂＞ 
 続いて国道 421 号線を北側に渡って笠田新田の瑞龍院観音堂を訪ねました。平成 16 年

（2004）9 月 20 日の第 3 回北勢線の魅力を探る会「水の恵みを訪ねて」以来 7 年ぶりの

見学です。 
観音堂の開山は名古屋出身で藤原町篠立の長楽寺（曹洞宗）7 世の抜雲覚瑞で、天明元

年（1781）に笠田新田赤溜の西方に位置する経ヶ丘に庵を結んで観音菩薩を安置したこと

に始まります。天明 3 年（1783）、笠田新田は激しい干ばつとなり、農民たちの窮状を救

おうと抜雲が雨乞いを行ったところ、にわかに大雨となったことから雨乞い観音とも呼ば

れました。抜雲は文化元年（1804）8 月に入滅しますが、これ以降、農民たちが雨乞いを

する時は抜雲自作の座像を北勢町の田代池まで運んで祈願したと伝わります。 
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その後、2 世密山を経て、3 世高岩貞雲尼の代に庵が焼失し、本尊の安置場所を求めてい

たものの、天保 9 年（1838）6 月に志半ばで亡くなりました。この状況を目にした笠田新

田の農民らは現在地に観音堂を再建し、海津市南濃町奥条の真正寺（臨済宗妙心寺派）の

末寺とし、同寺住職の日比石渓が兼務しました。明治初期に石渓が記した由来書によれば

「大池山瑞龍庵」とあります。 
明治 27 年（1894）に東員町長深出身の渡辺秀観が 5 世として来庵し、翌年には桑名市

多度町美鹿の観音堂の建物を移しました。この当時の 3 つの鬼瓦が本堂脇に保存されてい

ます。明治 40 年（1907）9 月には楚原の渡辺多三郎の寄進によって新たに喚鐘を鋳造して

おり、今も本堂に架けられています。秀観は大正 11 年（1922）9 月に亡くなり、その後は

6 世平野円昭、7 世桑内了海、8 世今村得善、9 世葦原妙真尼、10 世佐々木精法（桑名市星

川の伝徳寺出身）と法灯が受け継がれましたが、昭和 47 年（1972）11 月に精法が亡くな

ってからは隣家の二井家が堂の管理にあたり、昭和 49 年（1974）9 月に 11 世清水行信が

四日市市より入寺しました。 
この前後に境内の整備が進められ、昭和 48 年（1973）に庫裏、昭和 54 年（1979）に

本堂の改築が行われました。また、昭和 54 年（1979）11 月には笠田新田老人クラブから

石灯籠が寄進され、翌年初夏には堂内の扁額を新調しました。 
現在の住職は 12 世谷生靖寛の後を継がれた 13 世齋川楽邦師で、宗派は浄土真宗大谷派、

いわゆる「お東」です。本堂の中心には阿弥陀如来像、向かって左手には聖観音像と抜雲

覚瑞像、右手には親鸞象と渡辺秀観像が並びます。 
 境内の笠田新田延命地蔵堂は昭和 7 年（1932）3 月に和賛講中の 11 名（渡部藤之助・二

井貞太郎・渡部義之・二井重・二井秀之・渡部利十郎・多湖三郎・多湖正一・渡部常右エ

門・渡部庄次郎・渡部謙次郎）が発起人となって建立したもので、堂は赤溜の旧観音堂を

改築し、本尊の地蔵菩薩像は桑名で購入しました。堂の傍らには同時に建立された「南無

延命地蔵尊」があり、裏面には発起人の名が刻まれています。 

     
 観音堂                13 世齋川楽邦師氏           5 世渡辺秀観画像 

 
＜参考文献＞ 
古瀬久次郎編 『員弁郡名鑑』 員弁郡名鑑刊行会 1925 
近藤杢著 『員弁史談』 員弁郡好古史研究会 1980 
藤原町史編纂委員会 『藤原町史』 藤原町 1992 
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文治の墓から刻限日影石へ                    岡本 浩平           

観音堂から国道 421 号線を渡り、旧濃州街道をたどり「文治の墓」に到着した。「いな

べ市の語り部」の二井靖呼さんの説明を聞く。近世には新田の開発が進み、大溜の築造が

行われたが、干ばつの時などには用水不足が深刻で、水争いが起こった。幹線から支線へ

分水する時の部落間の水の取り合い、同じ水路から水を引く隣の田との水のいざこざは、

日照り続きのときは絶えず起きる問題であった。 
寛政 11 年(1799)８月１日、笠田新田と宇野村で水争いとなり、鍬・鎌・竹槍等を手にし

た百姓の喧嘩で、宇野村の文治(35 歳)が重傷を負い、戸板に乗せられて村へ引き揚げる途

中、明智川を渡った西側まで来てとうとう絶命するという悲惨な事件が起きた。その文治

が絶命したといわれる地に、ため池を望むように墓が建てられたという。 

     
昔の面影を残す濃州道         文治の墓             狭い道で説明を聞く参加者 

 
笠田大溜の南に県有形文化財に指定されている刻限日影石があり、「いなべ市の語り部」

渡辺勇さんが解説してくださった。 
笠田新田と大泉新田の分水時刻をめぐる紛争は何度も起きた。明六ツと暮六ツが分水の

交代時刻と定めてあったが、江戸時代の時刻は不定時法であったので、日の出、日の入り

時刻は少しずつ変動するから時刻の判定をめぐる紛争は絶えなかった。  
弘化４年(1847)、羽津村（現四日市市＝桑名藩領）の庄屋藤谷傳之助が仲裁役になり、

分水時刻を大泉新田は日の出から七ツ半時まで、笠田新田は七ツ半時から日の出までとす

ることで和解が成立した。同年５月に大泉村庄屋懸野松右衛門の発案で「刻限日影石」が

建立された。道路に面して建っている刻限日影石の奥に「三日月」と呼ばれる南北に長い

石があり、日の入り時にその石に刻限日影石の影が映されることになる。まさに日時計で

ある。なお、現在も笠田大溜の下に宇野、大泉新田、笠田新田への分水口が作られている。 

   
  刻限日陰石            説明をする渡部さん          分水口 

「我田引水」という言葉もあるほど、「水争い」はどこにもあり、深刻な問題であった。そ
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の「水争い」をこのように解決した先人のすばらしい知恵に感心するばかりである。これ

こそ「文化財」であろう。 
 
 

笠田新田神明社から笠田大溜へ               水谷一夫 
 ときおり吹きつける風に雨を心配しながら、刻限日影石と分水口で説明を聞いた一行は、

笠田大溜の脇に立つ鳥居をくぐって神明社に入った。拝殿前の広場には地元の方のご厚意

でたき火が焚かれており、その前でいなべ市の語り部、二井靖呼さんから神明社と弁天祭

のお話しを聞く。 

   
   笠田新田神明社            説明をする二井さん         神社の焚火 

 
〈笠田大溜〉 
 寛永１２年（１６３５）兄定行が伊予松山へ転封後、松平定綱は美濃大垣から桑名藩主

となった。その年、大泉新田庄屋の正木嘉兵衛と、上笠田庄屋二井勝兵衛の二男理兵衛は、

笠田新田・大泉新田の灌漑用水にあてるため、明智川から取水する野摩池の改築を桑名藩

主に願い出て許可を得た。翌１３年（１６３６）１月、二井理兵衛を奉行として大溜堤防

の築造工事に着手し、一応の完成をみた。しかし、８月の大雨で明智川の水が溢れ、堤防

は決壊してしまった。 
寛永１５年（１６３８）３月、再び取りかかった溜池築造工事が完成し、植林・開墾・

水利・舟運など領内の産業開発に努めていた藩主定綱も来臨する。ところがこの年８月、

大雨により溜池は破損し、再度決壊した。その後も翌１６年（１６３９）・享保７年（１７

２２）・同１９年（１７３４）・天明３年（１７８３）・享和元年（１８０１）・同２年（１

８０２）と、１６０年余りの間に８回に及ぶ堤防決壊の災禍に見舞われた。 
特に天明３年と享和２年には、大溜から溢れた洪水によって員弁川下流の村々にも大き

な被害をもたらし、享和２年大溜奉行の二井覚左衛門は、責任を問われて役職召し上げ、

家財没収の上、桑名に蟄居を命ぜられた。しかし、後日、大溜堤防決壊を防ぐため、より

強固な中堤防を築く方法を上申して、これが採用され、再び笠田新田に帰り、大溜奉行の

任に着いた。 
大溜は災害のある都度修復され、さらに拡張工事も行われた。底に貯まっている砂や泥

をかき出して、堤防を１間（約１．８メートル）かさ上げし、より強固な中堤防を築いて

洪水に備えた。これによって貯水量は４５９万石となり、改修前の約３倍に増加した。 
その後、昭和５３年（１９７８）から４カ年計画で県営溜池等整備事業として老朽化し
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た溜池の改修工事が行われ、昭和５６年９月に完成した。これによって受益面積８０．３

町歩、貯水量４８５，０００立方メートル、堤体延長７３２メートルとなった。 

   
   笠田大溜への階段を上る       満の水を湛える笠田大溜       大溜の図を描いた看板 

 
〈神明社〉 
 笠田新田の神明社は笠田大溜の水尾先に鎮座する。主神は天照大御神で、宇迦之御魂神

（うかのみたまのかみ）・火産霊神（ほむすびのかみ）・大山祇神（おおやまつみのかみ）

が合祀されている。また、境内向かって左の神殿は「弁天さん」といわれ、市寸島比売命

（いちきしまひめのみこと）が祀られている。 
寛永１３年（１６３６）１月に着工した笠田大溜の築造工事は、寛永１５年（１６３８）

３月に完成したが、８月の大雨のために溜池は破損決壊した。これを憂いた大泉新田の庄

屋正木嘉兵衛は、９月１３日伊勢神宮に参拝し、溜池工事の安全を祈願して一の大麻を受

け、９月１６日字百町の水尾先に祀って、神明社を創立した。 
明治４０年（１９０７）１０月、字西谷の神明社・字山畑の稲荷社・字北永屋の火産霊

社と山神社４社を合祀した。 
寛永１６年（１６３９）１月、夢告によって笠田新田某の庭に現れた弁財天像が、大溜

の「天の岩（通称弁天島）」に祀られていた。その年８月の大雨で水量が増し、弁財天の祠

が危険になったので、この時大泉新田から水番に来ていた若者が溜の西岸から飛び込んで、

祠から取り出した弁財天像を背負って東岸に無事泳ぎ着き、大泉新田庄屋正木嘉兵衛宅に

納められた。その後、弁財天像は区長の持ち回りとなって、現在は大泉新田の区長宅にお

祀りされている。 
明治４０年（１９０７）１０月、字西谷の神明社、字山畑の稲荷社、字北永屋の火産霊

社と山神社４社を合祀した。 
 
〈弁天祭〉 
 松平定綱は寛永１２年（１６３５）から慶安４年（１６５１）までの１６年間、桑名藩

主の座にあった。民治に意を尽くし、寛永１３年（１６３６）・１５年（１６３８）・１６

年（１６３９）の三度、笠田大溜にも来遊し、楚原の真養寺に宿泊して帰桑したという。

桑名市吉之丸の鎮国神社は定綱の霊を祀る。 
笠田大溜の弁天祭は、松平定綱の遺徳を称え、大溜来遊の際の行列を偲んで行われる祭

りで、笠田新田・大泉新田の全村民と、宇野・畑新田の代表者によって執り行われる。承

応元年（１６５２）９月が初回であると伝えられ、祭の催しについては藩庁の許しを得て

いた。祭礼には本祭と略祭があって山車・大名行列の催しは本祭に限られ、略祭は祭礼だ
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けが行われる。 
もともと神明社の祭礼は８月１３日、弁天祭は９月１６日であったが、９月２５日に統

一された。その後、平日に祭礼を行うことが困難になり、昭和５６年（１９８１）から９

月２３日に変更された。本祭の場合は、獅子舞をはじめ、笛・太鼓・鐘や大名行列の奴な

どには幾日もの練習が必要で、道具・器物類の修理や新調、その他諸経費の支出が相当な

額になることから、豊作が見込まれる年に限って行われてきた。 
「最近は青年会が少人数となって略祭で済ますことが多く、本祭は７・８年前に執り行

われて、今年も実施されるかどうかはよく判りません」とは、語り部の二井さんのお話で

ある。 

 
笠田大溜弁天祭行列図『員弁町史』より 

 

コノハナザクラ                         集山一廣 
このあたりには、新しい道路が幾つも出来ている。トヨタグループ企業のせいなのかも

しれない。大溜め土手や道端にはゼンマイ・コゴミ・ミツバなどが顔をのぞかせ、女性陣

が歓声をあげて摘んでいる風情に忘れかけた春の感触を憶えた。天気は今ひとつはっきり

しないが、雨が降らないことを祈り、お目当てのコノハナザクラが咲いている水谷重昭氏

宅に向かった。 

    
山菜摘み            満開の金龍桜と蕾のコノハナザクラ  説明する古市さんと家主の水谷さん   

いなべ市員弁町坂東新田の水谷重昭氏宅に咲く、コノハナザクラは１９９９年 8 月、い

なべ市の天然記念物に指定されている。樹齢は約１２０年以上ともいわれている。 
当日は、下方の枝に数輪の花が見られる程度であり、１週間後が見どころであるとのこ
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とであった。ちなみに、コノハザクラの脇の金龍ザクラは見事な満開を誇っていた。でも、

当日に開花が宣言され、この庭に集まった１００人以上の人たちで「コノハナザクラうた

おう会」が開かれた。いなべ市で「コノハナザクラの語り部」をしている員弁町楚原の元

教諭、古市みよこさんが開いたもので、私たちがここに到着するのを見計らって開催され

た。 
コノハザクラの花は、八重咲きで、１つの花に花びらがおよそ２０枚ある点や、ソメイ

ヨシノなど他の品種では、１本しかない雌しべを２～５本持ち、雌しべの数だけが結実す

るという。花弁は薄いピンク色で可憐に下を向いて咲くところが特徴である。 
伊勢湾台風の時に枝が折れ、片枝となった。１３年前に周りの樹木を切り倒し、日当た

りのよい庭のなかで大切に育ててきた甲斐があって、現在のような立派な大木となった。

普通のサクラより開花時期が遅く、４月下旬にヤマザクラよりすこし遅れて咲くコノハザ

クラは山桜の変種であり野生のものは、いなべ市員弁町の水谷重昭氏宅に１本、東員町に

２本(1 号は山田溜公園東側、2 号は厳島神社北側)、京都府亀岡市の大本教の聖地・天恩郷

(亀岡城跡地)に１本と全国で４本しか確認されていない。 
最近、津市河芸町上野で全国で５番目となる発見があったそうだが、津市では調査中と

いうことで天然記念物の指定はなされてはいない。多度でイヌナシ自生地保護活動をされ

ている葛山博次さんが、自身の文献「此花咲耶姫にちなむコノハナザクラ」に於いて、こ

のことを紹介している。 
一般的に桜の原点は、ヤマザクラ、ヒガンザクラ、オオシマザクラの３つ。これが自然

交配で増えて何百という品種が生まれてきたのだそうだ。東京都八王子市にある多摩森林

科学園サクラ保存林には、全国のサクラの遺伝子を保存するために、日本に現存する桜２

５０種類１,７００本程度が植えられている。 
「コノハザクラうたおう会」は春を題材にした馴染みのある曲をキーボードの伴奏で合

唱。東日本大震災の発生で一時は中止も考えたそうだが、サクラからパワーをもらった歌

声で被災地を励まそうと応援の気持ちを込めて開催したという。募金は歌手のさとう宗幸

さんが代表を務める「びっきこども基金」に送る。名残惜しいが合唱はそこそこにして、

次への目的地に向かった。 
１週間後の４／２３(日)に満開となった「コノハナザクラ」と４／１７(日)に撮影した鳥

取神社の「イヌナシ」のオマケ写真をご紹介しよう。 
水谷重昭氏宅の「コノハナザクラ」、「イヌナシ」を世話している元北勢線車掌の水谷徹

夫さん、どちらも個人の並々ならぬ執念と熱意がそれぞれの樹木に伝わって、毎年このよ

うな素晴らしい花を咲かせるのだと思う。 
  
 

             
 
 

 
 

    
コノハナザクラ イヌナシ 
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畑新田から平古へ          西羽 晃 
 コノハナザクラでの歌は続いていたが、私たちは先を急いだ。若葉が出てきたばかり

の小径を行く。スリーレークスクゴルフ場の外周を廻る快適な小径であり、車の通らぬウ

ォーキングコースで、ゆっくりと歩ける。途中でツクシの群生を見つけた女性たちが今夜

の「おかず」に摘んでいた。同行の人たちと気楽におしゃべりが出来るのも、北勢線の魅

力の一つといえる。今回も旧知の人たち、知らなかった人たちと会話を楽しんだ。 

   
コノハザクラうたおう会                ツクシ採り            小径を行く 

やがて視界が広くなり、舗装された大きな道路に出て、大きな池に達した。これが畑新

田溜である。満々と水を湛えて、真近かの田植えに備えている。この溜池は明和２（1765）
年（現在、整備事業完成記念碑が溜池畔に建っている。その文では 1764 となっているが、

1765 が正しい）に完成した。周囲が約５３０メートルあり、貯水量約９万トンの中程度の

溜池である。昭和２０（1945）年６月１９日に堤体の一部が決壊して、広範囲に被害をも

たらした。太平洋戦争末期、日本の配色が濃厚になってきた時期の大災難であった。その

後に修復されたが、永年の使用で老朽化してきたので、平成８（1996）年から整備され、

平成１１年に完成した。  

   
   畑新田溜             説明をする位田さん         平古の旭八幡宮      
 畑新田溜から県道５号線を美鹿方面へ少し登ると平古の旭八幡宮へ着く。ここで昼食

となるので、境内の集会所や屋外で弁当を広げた。私も境内の隅で咲き残ってサクラのも

とで女性たちと共に弁当を食べる。食べながら、次々と質問が寄せられる。課外授業だ。

その授業料としてお菓子の差し入れが沢山あって食べきれない。 
やがて講演が始まるので、集会所へ全員が集合して、平古出身の小菅岑生さんのミニ講

演を聞いた。まず江戸時代の新田開発の話から始まり、明治維新後に始まった平古開拓に

小菅さんの話は熱を帯びてきた。桑名藩は戊辰戦争で敗北して、分領の越後柏崎や、江戸・

大坂屋敷からの移ってきた世帯を中心に、平古に入拓者を募った。１０５０坪の土地と支

度金５０円が支給された。小菅さんの先祖も柏崎から移って来たのであり、平古へ入拓し
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た。明治６（1873）年には２００世帯を超える入拓者がいた。 
しかし、この土地は平古野と言われ、これまで人が住んで居ない、荒れた野原であった。

まず水を求めて井戸を掘ったが、何処からも水は出ず、作物を作ることも困難であった。

武士だった人たちであるから、満足に農作業も出来難い。転出する世帯も多くて、明治２

５年には４０世帯に激減している。桑名藩士は明治維新の逆賊と受け取られ、近隣の村々

から特別視された。言葉も独特の武士言葉であって「なんだい」とか「いなるかい」など

員弁にない言葉で奇異に感じられた。そんな中でも残った人たちは土地を耕し、谷川から

水を汲んで生活をしてきた。 
昭和１９（1944）年、太平洋戦争も末期となり、米軍の空襲に備えて、四日市の海軍燃

料廠が平古野に地下工場を造ることになり、県道の東側は強制立ち退きさせられた。地下

工場３万坪の規模を予定し、６か所から掘り進めたが、３０メートルほど掘ったところで、

敗戦を迎えて工事は途中で終ってしまった。この工事のため平古に始めて電気が配電され、

一般家庭にも配電された。また工事のため朝鮮半島から集められた作業員も多く居たが、

敗戦後に祖国に帰らずに住み着いた人たちも居る。現在桑名藩からの移住者は７世帯のみ

である。 
なお旭八幡宮は桑名藩主を祀る鎮国守国神社にある八幡社から分祀したもので、一時は

他に合祀されていたが、昭和６３年現在地に遷座した。 
小菅さんのミニ講演は盛り上がってきて、まだまだ話し足らぬ、ご様子だったが、予定

の時間をオーバーしたので、終了となった。 

   
 平古集会所で昼食          小菅さんのミニ講演        平古集会所を出て藤溜に向かう 

 
 

藤溜~槇の樹～八幡宮                          伊藤 忠 
午後の部は、雨の心配も無く、藤溜に向かい全員元気に出発。約１５分で灌漑(かんがい)

用水の藤溜に到着、語り部の位田さんのしぶい語りに全員聞き入りました。大泉新田字藤

谷、面積１万３１２５坪、水量１３万トン､受益面積３８町５反です。 
釣り禁止の看板があり読んでみますと、ゴルフ場があり農薬汚染を調べる為に魚を飼育

しているのだそうです。昔江戸の玉川用水(毒物混入を調べる為、水を鯉の養殖池を通した)
を思い出しました。 
興味をひいた説明に福島原発の一番大きな貯水槽の水量が約３万トンですので藤溜の約

４分の１の汚染水が一度に海に放出されたことになるそうです。  
畑新田地区のほぼ中央､位田徳昭さん宅のお庭に到着。いなべ市指定天然記念物の槇の樹
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が聳(そび)えて、しばし見とれていました。樹齢７００年以上､高さ､枝幅１５ｍ以上あり

玉手の森(古代、石仏より平古までの原生林)の生き証人で、この地域の歴史を見守りこれ

から先も大切に保護し元気な槇の樹でいることを願っていますとの説明でした。 

   
  藤溜                   槙の樹                説明する位田さん 

近くに見えていました畑新田地区の氏神さんの八幡宮に到着。３本の巨大な御神木に迎

えていただきました。近くで確認致しましたらクロガネモチ２本と榧(かや)の樹でこの地

も玉手の森であつた事を物語っています。 
畑新田は名の通り畑だけのわずかな農家でしたが江戸時代初期（１６４８）多度町より

移住してきた田中九兵衛が開拓に着手、溜池を築き用水を引きました。その後近隣からの

移住者が増え、大いに繁栄し、こうして成り立った集落です。 
明暦２年(１６５６)金井村より分立して畑新田地区が出来、八幡宮は翌年品陀(ほんだ)

和気(わけ)命(のみこと)を祭神として創建。安永４年(１７７５)社殿を修復。平成元年社殿

を新築完成しました。 
それまで八幡神社と思っていましたが旧社殿取り壊しの際棟木に八幡宮と書かれていま

した。神宮にも八幡宮で届けられているそうです。この説明で、石碑と書物に書かれてい

る八幡社や八幡神社のなぞが解けました。 
神社入り口右側に、天明８年((１７８８)頃建立された地蔵堂がありました。大きなお地

蔵さまです。毎年８月２４日に地蔵盆の行事が行われます。位田さんに御礼を申し大泉新

田へと向かいました。   

   
畑新田八幡神社            クロガネモチ          地蔵堂 
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四海波碑から泉称寺へ                        伊藤通敏 
四海波碑 

この碑は幕末から明治にかけて活躍した郷土の力士、四海波の記念碑である。四海波は

天保６年（1835）大泉新田に生まれ、安政２年（1855）19 歳で境川大関の門に入った。

体格にも恵まれ、はじめ大泉清八と名乗ったが、文久（1863）３年幕下に進み、元治元年

伊勢浜萩右衛門と改名。 
明治４年（1871）入幕を果たし、翌５年四海波静太夫と改名した。明治７年（1874）３

月西前頭二枚目まで進み、その後幕内中堅として活躍したが同１２年（1879）６月東前頭

四枚目で引退した。現役を退いてからは年寄「鏡山」と号して後進の指導に当たり、明治

16 年東京本所の自宅で没した。この碑は明治２６年（1893）に、組・親類が発起人となり

宮守中の世話によって建立された。ここから 150ｍ程隔たった墓地に墓が残されている。 
この碑の南側には昭和６年（1931）に滋賀県の木之本地蔵院の分霊を祀ったという地蔵

堂があり、赤い着物を着た石のお地蔵さんが立っていた。毎年８月２３日の地蔵盆には地

元の子供たちで賑わうそうである。 
ここから少し南下すると国道 421 号線に出会した。国道沿いの田圃の中に小さな石壇が

作ってあり、五輪石や板碑が祀られているのが見える。いなべ市の語り部の方の話による

と山の神の跡地で昔はここで「どんど」を焚いたそうである。普段この道は自動車でよく

通るが今まで全く気が付かなかった。やはり歩いてみないとわからない史跡である。 

   
  四海波碑              大泉新田地蔵堂        泉称寺 

泉称寺 
真宗大谷派の寺院である。寛永 17 年(1640)に大泉神明社の神宮寺としてこの地の開発者

正木嘉兵衛が勧請し、以来、大泉新田道場となっていたが、明治 18 年（1885）本堂を新

築して大泉新田の村持ちの寺となった。昭和 21 年（1946）住職の尾畑俊哉師を迎え、本

山より泉称寺の寺号を認可された。平成 11 年（1999）４月現本堂が新築され落慶法要が

営まれた。現住職は尾畑文正師である。この方は現在同朋大学の学長を務められる傍ら、

お盆、お正月以外にもこのお寺でいろんな催しを企画されて、地域の人たちから大変慕わ

れておられる住職さんだそうです。 
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大泉新田神明社から大泉駅      松岡節子 
泉称寺から南へ２５０メートル程のところの道路沿いに、大泉新田神明社がある。主神

は天照大御神を祀る。神朙社と刻まれた石柱には松平越中守の定紋である梅鉢の紋章が付

されているが、これは大泉新田開拓者 正木嘉兵衛に許されたものを氏神の社紋とされた

と言われている。 
境内は広く、奥行きのある平地で、正面の石の鳥居のずうっと奥に、梅鉢紋や菊の御紋、

五七桐紋付きの神明造りの社殿は鎮座されている。拝殿は開扉して頂いてあった。ご配慮

が嬉しい。参拝のあと、地元の水谷つゆ子さんに説明をしていただいた。 

   
   大泉新田神明社              説明する水谷さん       狛犬 

大泉新田神明社は寛永１３年（１６３６）大泉新田開拓者 正木嘉兵衛が草切り初めの

場所、笠田大溜に神明社と弁天を創祀し、大泉．笠田両新田の氏神としたその分霊を寛永

１７年（１６４０）に遷座したという。神明社には境内社がニ社ある。一つは八幡社で、

正木嘉兵衛が大阪から持参して屋敷内に祀っていた神（誉田別命）を神明社と同じ年に遷

座したと伝えられ、牛頭天王社は、大泉新田を開発した時、最初に入植した日野村、縄生

村の開拓者が字矢田に祀っていた神（須佐之男命）を天和３年（１６８３）に神明社境内

に勧請したという。 
明治４０年（１９０７）には字喜蔵池に鎮座の厳島神社（市(いち)寸(き)島(しま)姫(ひめ

の)命(みこと)）と字矢田に鎮座した八坂神社の境内社火産(ほむすび)霊社(しや)（火産霊神）

を合祀。拝殿の北側にある、建ちの高い山車蔵は９月２３日に弁天祭がおこなわれる本祭

の時曳き出される。祭りは、氏神弁財天をお祀りして、その年の豊作を感謝する祭事で、

本祭を行うか略祭で済ますかは、祭礼の一カ月程前に、その年の稲の作柄等を勘案して、

笠田新田、大泉新田両区の区長、青年団、大溜役員の意見を総合して両区が連絡の上決定

する習わしとなっているそうです。 
桑名藩主松平（久松）定綱の遺徳をたたえ、大溜築造工事を指図されるため、しばしば

御出になった大名行列を形取りした大名行列は本祭に限り行われ、弁天祭に使用される祭

事用具等は、全て藩主より拝領した由緒あるもので、修復または補修され現在に伝えてき

たものが使われ、大名行列は艶やかですよと水谷さんは繰り返しおっしゃった。ご神体の

木彫りの弁財天さんは笠田新田・大泉新田両区の奪い合いとなり、今は大泉新田の区長宅

にお祀りしてあり、九月の祭礼の時も区長宅で弁財天さんに燈明をあげて扉をひらき、供

物をして神官を待つそうで、神明社にはお祀りされないとのことです。 
神明社の西側の濃州道に面し正木嘉兵衛の顕彰碑、大泉新田開発之碑が建てられている。
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文禄３年（１５９３）生まれの嘉兵衛は豊臣氏に仕え、豊臣氏が亡んだあと、大泉村に身

を寄せ、寛永１２年（１６３５）大泉新田を開き、池の築造を藩主に願い出て、許され大

溜を完成させた。その功によって梅鉢の紋をつけることを許され、庄屋とされ上田を下賜

された格の高い庄屋さんで、慶安４年（１６５１）１２月２５日なくなられた定綱候の位

牌を賜り永く家壇に安置を許され、累代社の祭礼には参列するという特別待遇を得たと記

されている。いまは氏子総代さんが鎮国守国神社に参列されているとのことでした。 
遅れて境内を出た時には、皆さんの姿はなく、大泉駅に向かう旧道の丹精された花を愛

でつつ、急ぎました。ようやく追い着いた大泉駅前では近藤順子代表の挨拶が始まってお

り、解散となりました。 

   
  正木嘉兵衛の顕彰碑           途中で見かけた枝垂桜        代表挨拶 
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