
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 北勢線の魅力を探る報告書 
第15回  

梅戸を通っていたのは八風街道の脇街道で、桑名～大社～梅戸～田光～

八風峠と続いていました。 京都から桑名・尾張への近道なので、本街道よ

りも通行量が多かったそうです。 

ハボウ神社 蓮成寺 

センダンの木 光蓮寺 

開催日： ２０１０年９月２３日（木・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、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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 東員駅から猪名部神社へ          西村 健二 
 
＜東員駅を出発＞ 
 早朝には雷をともなう強い雨に見舞われ、催行も危ぶまれましたが、8 時 45 分の集合時間には東員
駅に 50名もの方（後に途中参加の方を含めて 53名となりました）にお集まりいただけました。近藤順
子代表の挨拶と八風街道の概略説明を経ていざ出発。少し歩くと東員町役場に差し掛かり、外務大臣も

務めた北大社出身の政治家木村俊夫（昭和 59（1984）年 11月建立）の立像と、東員村長を務めた佐藤
孫治（昭和 43（1968）年 11月年建立）の胸像が私たちを迎えてくれました。役場の西には中部公園が
あり、丸山橋脇の入口には東員町内で発見された珪化木が並べられていました。さらに西へ進むと北大

社の集落に入り、その中心に鎮座する猪名部神社に到着しました。 

   
東員駅集合挨拶        東員駅前道路のコスモス畑      猪名部神社到着 

 
＜鎮守の杜に宿る使者＞ 
猪名部神社では氏子で元自治会長の伊藤龍美氏より由緒や境内の楠に毎年営巣するアオバズクの話

を伺いました。アオバズクは体長 30cmほどのフクロウで、4月頃に東南アジアから飛来し、10月頃に
越冬のため南に旅立ちます。毎年、雛の巣立ちの時期になると、神木の周囲には多くのファンがカメラ

を構えるそうです。伊藤氏からは新聞に掲載されたこともあるご自慢の写真をご紹介いただきました。 

   
説明をする伊藤龍美氏       アオバズクの親子（昨年の写真より） アオバズクのいた楠の洞 

 

第１５回北勢線の魅力を探る ～八風街道が通った梅戸を歩く～ 
参加者：５３名（内３名こども） 
協 力：伊藤龍美さん、水谷恒夫さん、清水美澄さん、出口保男さん、伊藤紘一さん、

    蓮成寺、光蓮寺、妙光寺、西善寺、常誓寺、うりぼう 
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＜猪名部神社の概要＞ 
 猪名部神社は平成 17（2005）年 3月の第 4回以来、2度目の訪問でした。第 4回報告書と重複する
部分もありますが、猪名部神社の概要について紹介したいと思います。猪名部神社の祭神は古代豪族猪

名部氏の祖神である伊香我色男命です。神話上の系譜では天照大神の子孫とされており、物部氏の祖神

でもあることから猪名部氏は皇室とルーツを同じくし、物部氏の同族ということになります。猪名部神

社が初めて史料に登場するのは平安時代初期の貞観元（859）年 9 月のことで、正五位下に昇叙された
ことが『日本三代実録』に記載されています。また、延長 5（927）年に撰進された『延喜式』神名帳
にも記載がある式内社です。鎌倉時代に始まる大社祭は毎年 4月の第 1土・日曜日に行われ、上げ馬と
流鏑馬で大いに賑わいます。特に上げ馬神事は平成 14（2002）年 3 月に三重県から無形民俗文化財に
指定されています。 
 
＜境内の案内＞ 
 境内の建築物と古墳については第 4回報告書で触れたため、今回は江戸後期から大正期に建立された
石造物を中心に紹介します。西側の道路から登る石段は大正 8 年（1919）10 月に整備（石垣庄九郎寄
進）されたもので、登りきった参道には 2基の石鳥居と 6基の石灯籠が並びます。石鳥居は西側のもの
が文化 10年（1813）8月、東側のものが大正 9年（1920）4月（石垣隈太郎寄進）の銘があります。
石灯籠は西側から順に天保 6年（1835）3月（五穀成就とあり）、天明 8年（1788）8月、時期不明（一
色林之助寄進）、天明 8年（1788）8月、慶応 4年（1868）（田光邑石工小平作）、文政 9年（1826）8
月に建立されたものです。 
本殿石段の前には大正 5年（1916）3月に建立された狛犬（大阪石垣庄八・石垣文生寄進）が平成元
（1989）年 10月に再建されていますが、驚いたことに向かって左手の狛犬は子犬を踏みつけていまし
た。本殿外周の玉垣は大正 9（1920）年 4月に石垣隈太郎が表参道の鳥居と同時に寄進したもので、内
周の玉垣は大正 6年（1917）9月に南大社の氏子が寄進しました。玉垣内には天明 7年（1787）6月（願
主□□氏重綱とあり）と文政 11年（1828）8月 17日銘の石灯籠があります。本殿北隣に鎮座する瑞穂
神社の南脇には「別府初清神社」の碑が立ち、北脇には「合祀許可紀念建之 石垣富蔵」（合祀は明治

41（1908）年 4月）と刻まれた石碑が逆さに立てられていましたが、いずれも由来は分かりません。 
 また、神社北側の参道には文化 9年（1812）8月銘の石鳥居と天保 2年（1831）銘の石灯籠がありま
す。その脇には 2基の顕彰碑が立ち、西側が 21代宮司石垣方貞（明治 36（1903）年 12月建立）、東側
が 23代宮司石垣静雄（昭和 32（1957）年 1月建立）のものです。 

    
猪名部神社鳥居           本殿石段前の狛犬                    薬師堂と閻魔堂 
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＜宮司石垣家＞ 
 猪名部神社の社家石垣家は源氏の末裔で、10代目の石垣伊賀守満信は豊臣家に奉行として仕え、秀吉
から蓮如作の親鸞座像を授かりました。満信は大坂の陣に従軍した後に帰郷して宮司を継ぎ、親鸞座像

は猪名部神社西隣の長伝寺に供養を依頼して預け、現在も本堂の後ろ側に祀られているそうです。 
その後も代々石垣家は宮司を務め、21 代方貞（明治 35 年没（1902）年没）、22 代磐根、23 代静雄

（昭和 20（1945）年没、方貞の子で磐根の弟）、24代方寛（平成 18（2006）年没、静雄の娘千鶴子の
婿）を経て、現宮司で 25代目の石垣光麿氏に至ります。なお、26代智矢氏は皇学館大学卒業後の平成
21（2009）年に TROOPERのユニット名で音楽活動を開始、現在までに「ARIGATOU」「SUNDAY」
の 2枚の CDをリリースしています。TROOPERは英語で騎兵を意味しており、馬の神事と関係が深い
猪名部神社にちなんで命名されたそうです。 
 
＜参考文献＞ 
石垣光麿著 「猪名部神社」 猪名部神社社務所 2005 
西村健二著 「猪名部神社」（『第４回北勢線の魅力を探る報告書』所収） 北勢線の魅力を探る会 2005 
※本稿執筆にあたり、猪名部神社宮司石垣光麿氏よりご教示いただきました。 
 

圡生神社           松岡節子 
 
猪名部神社を出発して南へ坂道を２００ｍ程下ると擬宝珠で飾られた大社橋（おおやしろはし）

が見えてきた。員弁川に架かる優美な橋上から曇天の鈴鹿山の峰々が瞬時に見えて、その幻想的景

観にうっとり。大社橋の南詰はやぶさめ公園になっている。馬の銅像が建立されていて、ライトア

ップもされているようだ。説明板によると、明応８年（１４９９）の大洪水で員弁川の流れが現在

の流れになりその跡地を先祖が氏神の遙拝所お旅所としていた聖地（石柱に「猪名部神社」「大社

従是三丁」と刻まれている。）を平成５年３月大社橋竣工記念として整備したと記されている。信

号を南進。左にやぶさめ馬場を見て、馬橋を渡る。前方の鮮やかな朱色の山神川橋の向うは菰野か

ら保々を通って来た「多度道」東員菰野線と八風街道・桑名道が出会うところで、交通量が多く、

東員町で初めて点滅信号が設置されたと地元の方に教えて頂いた。今は「交通安全」「猪名部神社」

と書かれた大きなヒュ－ム管が民家の軒先に建てられている。 

   
八風街道を山神川に沿って梅戸へ向かう     圡生神社の石柱       １２０段の石段を登る 

 
 私達は山神川橋を渡って右に折れ、かっては員弁の政治の中心地であった南大社の往時の建物が
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点在する集落を山神川に沿って西に進む。舗道には山神跡地の碑も立っている。 
集落から８００ｍ程先で左に折れて梅戸の集落に入る。梅戸は員弁の商業の中心地で曲がりくね

った道の両側には商家が軒を並べ、梅戸に行けば「何でも揃う」「無いものは無い」と云われ、遠

方からも買い物に来る人達で大賑わいだったそうです。見事な敷石の上に建っている家や大きな蔵

のある家の集落を、三岐鉄道 梅戸井駅を目指し、線路を越えた所で、圡生神社の大きな石柱が見

えてきた。先程から遠雷と共に降り出した雨の中、説明をして頂く水谷恒夫さんが待っていてくだ

さった。 
 圡生神社の「圡」の字は「土」に「、」がついた珍しい字で、いなべ市の語り部出口保男さんに

土木建設業者がよく使う縁起の良い字と後日教えて頂いた。神社は舟臥山（圡生山）の高台に鎮座。

細く真直ぐに伸びた杉木立の中、「御大典」「紀念」と刻まれた１２０段の石段を登ると、広い境内

にはいろいろの建物がたっている。その中で本殿は文久２年（１８６２）・拝殿は嘉永２年（１８

４９）再建のもので寺の本堂を思わせる重厚な造りだ。文政１２年（１８２９）の火災で神宝記録

を失い創立・由緒は不詳だが、神社保有の書には別当寺として加納山円通寺のあったこと。祭日は

獅子舞の奉納があり競馬、寄合角力（よりあいずもう）の神賑行事が盛大に行われ近郷に有名な神

社で、かっては式内社鳥取神社と考えられたこともあったが大正１１年（１９２２）今の圡生神社

に社名変更したという。祀られているのは土器つくりの神として名高い埴安姫命（はにやすひめの

みこと）他５座。大安町は古墳が多いことで知られ、古墳に副葬する土器をつくるを職とする贄土

師（にえはじ）の分派が梅戸の舟臥（ふなぶせ）を本拠として土器をつくり祭事につかったのでは

と（員弁史談）推測されるという。 

   
圡生神社拝殿         水谷恒夫さん説明         屋根付きの土俵 

 
社務所前の両側に「圡生の三ツ石」と呼ばれる石が三つ据えられている。言い伝えではこれを揺

さぶれば旱魃に雨を降らし、祈れば瘧（おこり）を全治すると伝えられている霊石だ。 
左手奥には屋根付きの土俵がある。「圡生相撲」が毎秋盛大に行われていて、今年も９月１９日に

中学生の大会が行われたばかりだそうだ。拝殿前には高さ３ｍ余もあろうかと思われる歌碑が昭和

４８年式年遷宮記念に奉納されている。 

   
圡生の三ツ石 
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 碑表 大空高く仰むところ月影佗う 圡生の宮 
 碑陰 言霊の幸おう国の大安の圡生の壮なる 宮の広前 
南金井の小川雄二郎氏と暁高校の生徒さんの合作による歌碑を西羽晃先生に解読をして頂いてい

たその時、にわかに雷鳴がとどろき雨が激しくなってきた。慌てて列を追っかけた。 
 
 

金井八幡神社             岡本 浩平 
 
圡生神社を出て金井の八幡神社に向かう道は、稲光と雷のガラガラ鳴る土砂降りの中を急いだ。

八幡神社に着いたときは、傘をさしていたにもかかわらず、足元はズブ濡れなので、神社敷地内に

ある南金井公民館に入らせてもらったが、畳の間には上がらず、廊下で説明を聞くことになった。 
「ふるさといなべ市の語り部」の清水美澄さんが解説してくださった。 

   
清水美澄さん説明        八幡神社         小降りとなり神社前でも説明 

 
この八幡神社は、祭神は誉田別命（ほむたわけのみこと）であるが、明治 40 年に山神社（大山
祇神＝おおやまづみのかみ）と八坂神社（須佐之男命＝すさのおのみこと）を合祀した。さらに明

治 43年には圡生神社に合祀され、その際に古い記録が散逸してしまった。 
その後昭和 21年になって旧社地に遷宮して現在に至っている。 
境内には「山の神」碑、「力石」、「千代の崎址」碑があり、『員弁の歴史散歩』には「大昔にはこ

の辺まで海の水が来ていた」とある。 
この神社の祭礼は天王祭りといって、7月 25日に近い土曜日に行われる。御輿と山車が練るが、
御輿は八坂神社の合祀前の地まで年に一度の里帰りとして練り歩く。また、山車は桑名の石取祭車

と同形であるが四輪である。昭和 10年に作成されたのが老朽化したので、昭和 57年に地元の大工
さんたちの手で新しく作られたものだと南金井の区長さんから教わった。 

   
「山の神」碑              力石        「千代の崎址」碑 
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三石山蓮成寺            伊藤 忠 
 
大安町南金井にある三石山蓮成寺（みついしさんれんじょうじ）は浄土真宗本願寺派で、ご本尊

は阿弥陀如来さまです。住職さんは現在 1９世 智善（ちぜん）さんです。お寺さんより２００８
年に蓮如上人５００回忌法要の際の資料を参加者全員に頂きました 
開基は明応５年（514 年前）､藤原町山口出身の僧、明善さんが蓮如上人に深く帰依されこの地

に道場を建立されれました。約１６０年後 ５世明善さんのとき本願寺より寺号を許され、三石山 

蓮成寺と名付け本堂を建立されました。 
現在の本堂は文政１１年今から１８３年前に建立されています。２年まえの蓮如上人５００回忌

に合わせ御内陣を京都の職人さんの手により極彩色に全面修復されています。両サイドには唐破風

門が取り付けられて豪華な贅を尽くした造りです。 
太鼓楼は嘉永５年約１６０年前に建てられ昭和６１年に再建されました。1階部３間四方入母屋

造りの上に袴腰下見張りで 1間半の 2階部が乗っています。1階部は角柱 2階部は丸柱になってい
ます。法要の時 1時間前に太鼓を叩きお知らせ致します。 
山門は江戸末期に建てられて、素晴らしいゲ魚などのほりものが取り付けられています。鍾楼堂

は明治 15年再建されています。鐘楼は明治 13年に作られ戦争で供出されましたが無事戻ってきま
した。 
蓮成寺１２代住職行善さんは文政９年に誕生され学問に秀（ひい）でられ若くから講義や問答に

出られ 助教 大司教 を勤められ中央において名声をはくされ、明治２３年、本願寺最高学位の

歓学職(博士号)を拝命されました。本堂南の碑に辞世の句が刻まれています。 
６５ 夢はさめたり 先まいる 後からおいで 念仏の人 
と臨終の床にて遺されています。蓮成寺さんを後にして雨の中、笠間小学校へ向かいました。 

       

蓮成寺           著者説明         山門と太鼓楼 

 

 

笠間小学校 センダンの木         集山 一廣 
 

蓮成寺からは雨もあがって、明るくなってきた。次の目的地の笠間小学校に向かう途中、街なか

にそびえる石川製茶場の煙突を見ながら、南金井の狭く湾曲した街を歩く。遠くから笠間小学校の

校庭にあるセンダンの大樹が眼に飛び込んできた。 



 7

笠間小学校沿革史によれば、明治 17 年、この地域の 3つの学校(梅戸学校、門前学校、＊金泉学

校)が合併して笠間学校が誕生した。明治 25 年(1892)に現在の位置に新築移転し、明治 34 年(1901)

高等科併置に伴って新たに１棟新築したとある。 

校庭の南側にあって、笠間小学校の歴史的シンボルとなっているセンダン(栴檀)の木は和名は古

くは｢おうち(あふち)｣、『万葉集』にあらわれて花を賞した。字は漢名の｢楝｣をあてていた。 

この大樹は「みえの樹木百選」に選ばれている。熱帯アジアに広く分布している落葉高木で、日

本では九州や四国でよく見かける木である。花期は５～６月で薄紫色の小さな五弁の花が房状に咲

き、初夏のころ、１㎝くらいの実を結ぶ。樹高 11.15ｍ、幹回り 1.27～1.18ｍ（2本）。 

   

製茶屋の煙突      笠間小学校センダンの木        再び清水美澄さん説明 

 

センダン(栴檀)の呼称は江戸時代に始まる。センダンの木には材に少し香りがあるので、和の栴

檀と呼んだことから、やがてこの木の名になったものという。「栴檀は双葉より芳（香）し」（西行

「撰集抄」：大成する人は子供の時から優れているという意）は日本の古書の栴檀（センダン）は

白檀（ビャクダン）を指しているということであり、和名のセンダンに栴檀の字が充られているこ

とが混乱の元となっている。なお 一説に、センダンの名は、丸い実のかたちから 千珠(せんだま)

の転訛したもともいうが、確かではない。 

材は建築などに用い、花からは芳香油をとり、種子から採る油はペンキ･潤滑油などに用いる。

種子を苦楝子(金鈴子)･樹皮を苦楝皮と呼び、薬用にする。 

『百薬一話』：秋田魁新報社日曜版の健康欄に次の記述がある。約 2000 年前に書かれた中
国の薬に関する最古の書物に「神農本草経」がある。神農は古代中国の伝説上の帝王で、植物の葉

や根、皮などをなめたり、かんだりして効能を調べ、165種類の薬草についてまとめている。その
中に、楝樹（れんじゅ）についての記載があり「実は苦く、熱を抑え、三虫を殺傷し、小便の通じ

がよくなる」と述べている。楝樹とはセンダンのことである。 
「日本の歌百選」にも選出され、初夏を彩る風物を歌い込んだ日本の唱歌「夏は来ぬ」の歌詞には

栴檀のことを｢楝(おうち)｣とよんでいる。「夏は来ぬ」は 1896年（明治 29年）5月『新編教育唱
歌集（第五集）』にて発表された。 
「夏は来ぬ」佐々木信綱作詞・小山作之助作曲・4番の歌詞 

楝(おうち)ちる、川辺の宿の 

門遠く、水鶏声して 

夕月涼しき、夏は来ぬ 

このように栴檀は春の終わり、夏の到来を告げる木といわれた。笠間小学校の栴檀の大きな腕を



 8

広げたように校庭に立つ姿は、巣立っていく子供たちを見守っているようにも見える。小学校には

「栴檀のように、大きく、やさしく、強くなれ」と歌った「せんだんの木」という第二校歌がある。

これも 4番の歌詞を紹介しよう。 

せんだんのことを 

いつまでも忘れない 

しあわせになれよ 

さようなら みんな 

第二校歌とは卒業生の歌である。 

笠間小学校のこと、栴檀のことをよく研究され熱弁を奮って説明していただいた「ふるさといなべ

市の語り部」の清水美澄さんは歌が大好きで、名前の通り美しく澄んだ声で 4番まで歌われた。 
注：＊金井村を学区として、（金井戸の名泉）の西隣にあったことにちなんで名づけられた 

 

 

笠間山光蓮寺から鳥取神社          西羽 晃 
 
 笠間小学校の「センダン」を見て、三岐鉄道の踏切を渡り、ほぼ定刻通りの正午前に光蓮寺（こ

うれんじ）（大安町門前字薬師）に着く。禅宗らしい静かなたたずまいの寺である。雨で濡れた足元

を気にしながら本堂へ上がらせてもらい、住職さんから寺の歴史などを話して頂く。 

   

三岐鉄道の踏切を渡る        光蓮寺本堂へ上がる        住職日沖さん説明 

 
僧行基が創建し、元は真言宗だったと伝えられるが、応永年中（１３９４年ころ）に火災で焼失

した。天文１３年（１５４４）に近江の豪族・佐々木六角高頼が攻めてきて、この地方を支配し、

その４男である高実が梅戸城主となって、梅戸高実と名乗った。この城は光蓮寺の裏山にあり、伊

勢湾が一望できて、戦略的に重要な城であった。高実は光蓮寺の心清和尚に帰依し、寺の復興に尽

力した。当時の光蓮寺は大きな寺であり、現在でも「門前」という大字名が残っている。 
織田信長の北勢攻めの際に主な堂は焼失したと言われる。信長没後、天正１１年（１５８３）に

豊臣秀吉が長島城の瀧川一益を攻めた時に、軍勢は光蓮寺の境内に陣を張ったと言われる。その際

に秀吉の花押が書かれた「軍勢押入乱妨之事」などと書いた禁制札（きんぜいさつ）を光蓮寺の門

前に掲げたといわれる。その禁制札が現在も本堂の中に掲げられているが、木も新しく、当時のも

のとは思われない。秀吉は同年の正月末に安楽越えで亀山城を攻め、長島で戦ったあと、４月に大

垣から北の庄（福井）を攻めている。この禁制札の日付は天正十一年十月日であり、秀吉が北伊勢

へ来た時は早春であり、時期が違うように思われる。 
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江戸時代の宝永元年（１７０４）茅葺の本堂が再建された。この本堂が近年まで残っていたが、

老朽甚だしく、平成４年（１９９１）に地元の人々の尽力により、新しく立て替えられた。山号は

度々変わっているが、現在は笠間（りゅうけん）山と言う。 
ご本尊の薬師瑠璃光如来坐像は像高約９０㌢、檜材・寄木造りで平安時代後期の作。県有形文化

財になっている。本堂の裏に宝筐印塔や古い五輪塔が幾つかあり、その一つが梅戸高実の墓と伝え

られる。ご住職さんのお話を聞いてから、それぞれが持参の弁当を食べた。暖かいお茶の接待が嬉

しかった。 

   
入口にある地蔵堂          宝筐印塔          伝・秀吉の禁制札 

 
１２時５０分、お腹も満ちて午後の出発をした。雨は上がり、曇り空は涼しく感じられる。次の

目的地である鳥取神社（ととりじんじゃ）(大安町門前字笠間）には横側から入る。地元案内役の語
り部である出口さんが見当たらない。携帯電話で連絡してもらったら、正面の鳥居のところで待っ

ておられた。我々が少しヅルをしたのである。 
鳥取神社は大きな神社である。本殿・拝殿は高い石垣の上の塀に囲まれている。笠間郷の総社と

言われ、平安時代の延喜式に記録されている由緒ある神社である。しかし鳥取神社を名乗る神社は

東員町鳥取にもあり、また梅戸の圡生神社も鳥取神社と称したこともあり、３つの鳥取神社があっ

て延喜式に記載されているのが、何処が正確なのかは不明とのこと。祭神は天湯河板挙命（あめの

ゆかわたなのみこと）他である。 
数度の戦乱などで焼失したが、現在の本殿は安政２年（１８５５）の再建、拝殿は万延元年（１

８６０）の再建である。境内の一角に門前神社会館が昭和５１年（１９７６）が建てられている。

また立派な蔵もある。 

   

鳥取神社本殿         鳥取神社拝殿           出口保男さん説明 
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妙光寺～西善寺～常誓寺          水谷 一夫 
 

紫雲山妙光寺（しうんざんみょうこうじ）  

 鳥取神社を後にした一行は、小雨の降る中、門前の集落のヘリを通って北へ進む。員弁川右岸の

国道３６５号線員弁バイパス付近は員弁町大泉となっており、道の西側に「大谷神社御舊址」の石

柱が建っている。明応８年(１４９９)６月、洪水に遭って被災した村人とともに北の丘地、大泉字

長宮の大谷神社（当時は春日神社、合祀後に大谷春日大明神と改称）に合祀された大谷神社の跡地

である。 

小降りの雨の中、員弁川に架かる大泉橋を渡ると員弁町に入る。西方の集落の南、取っ付きにあ

る石垣沿いの道を上って妙光寺に入る。すでに“御坊守様”が本堂でお待ちになっていて、一行を

迎えて下さる。本堂に上がってお寺の話をお聞きした。 

   

大谷神社御舊址石柱         妙光寺         御坊守様の説明 

 

妙光寺の宗派は真宗大谷派、本尊は阿弥陀如来である。延長２年（９２４）寛誠（かんせい）が

大泉に建立した天台宗の紫雲山光明寺を起源とする。（昔、密教の寺であったことを示すものとし

て、京都から病気を鎮める祈祷を依頼してきた書き付けが、最近、本堂の奥から出てきた。）天正

４年（１５７６）春、第３５世澄空（ちょうくう）のとき、兵火に罹り堂宇は焼失した。大泉村の

郷士出口左衛門秀信は石山合戦（１５７０～８０）の際に石山本願寺に入り、顕如上人の弟子とな

って空明と称した。天正８年（１５８０）、上人から「方便法身尊形」を下賜され、大泉に帰って

草庵を結び、仏道に励んだ。その後、空明の孫で西方村の庄屋出口七右衛門は、同村の惣吉に庄屋

を譲り、出家して恵弁（えべん）と名乗る。天和２年（１６１６）祖父の庵を光明寺の跡地に移し

て一寺を建て、寺号を紫雲山妙光寺と改称して、現在に至っている。 

 文政７年（１８２４）に再建された茅葺きの本堂は、慶応４年（１８６８）瓦葺きとして再建さ

れた。そして昭和５６年に屋根の葺き替え修理が行われた。 

 本堂には御本尊阿弥陀如来立像を中尊として、向って右に親鸞聖人、左に蓮如聖人の御絵像が安

置されている。最近の何にでも早く御利益を求める風潮について、たとえば家庭でも子供を育てる

ことは親が「自分自身を育てて頂く種子（たね）」であり、「ファーストフード」ではなく、手間ひ

まをかけた「発酵食品」を作ることが重要なのではないかという考えが大切である。ことを御坊守

様より聞かせて頂いた。 

 本堂を出ると雨はすっかり上がっていた。山門の石段を注意しながら降りると県道９号四日市員

弁線、この道は車の往来が激しく、右・左に気をつけて道を横断する。 
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萬帰山 西善寺（まんきざん さいぜんじ） 

 妙光寺の前の県道９号線を横断すると員弁町大泉である。江戸期の大泉村は桑名藩領であったが、

文政６年（１８２３）藩主松平忠堯が忍（現埼玉県行田市）に移封となったとき、現在の員弁町に

ある村の中で、唯一忍領となった村である。一行は集落の家並みの中を西善寺に向かう。 

本堂の前でお待ちになっていたご住職から、お寺のお話を聞かせて頂く。西善寺は真宗大谷派、

本尊は阿弥陀如来である。文明５年（１４７３）僧舌正が本願寺第８世蓮如上人に帰依して建立し

た。永禄４年（１５６１）兵火に罹り焼失したが、のち再建された。 

本尊の阿弥陀如来立像は、寛永３年（１６２６）東本願寺第１３世宣如上人から下賜されたもの

で、その他の寺宝として本願寺第９世実如上人の「お文」と、第１０世証如上人の「お文」がある。

「お文」とは、蓮如上人が信仰の問題を中心に、諸国の門徒に対して懇切に教導する手紙のことで、

この多数の手紙を集めた人が実如上人といわれている。現存する古い「お文」の多くは１ページ７

行のものであるが、当寺の「お文」は５行で記され、名古屋養念寺と当寺の２例しかない貴重なも

ので、西本願寺資料研究所の副室長 金竜静氏の調査で、上人真筆の「お文」と鑑定された。 

   
西善寺            本尊阿弥陀如来立像       住職渡辺氏説明 

  

 境内の建物は、天保７年（１８３６）建立の本堂は、昭和３５年（１９６０）に大修理が施され、

平成１２年対震工事を含めた修理が行われた。山門は昭和５７年（１９８２）に再建され、鐘楼は

昭和４６年（１９７１）屋根の葺き替えなどの修復が行われた。書院は昭和４２年（１９６７）の

新築で、また、明治３９年（１９０６）に建てられた庫裏は、昭和５０年（１９７５）屋根などを

改修し、昨年耐震修復が行われた。 

 なお、第１４世大選（～１８７９）は漢学者で、境内に塾を開いて子弟の教育にあたり、その門

弟から明治・大正期の外交官の日置益（員弁郡梅戸村）、室山の伊藤製糸部を発展させた６世伊藤

小左衛門（三重郡室山村）などが出た。日置益は、明治２１年（１８８８）帝大法科大学を卒業、

外務省に入省し、同２２年から大正１２年（１９２３）までロシア・朝鮮・清国・ドイツ・チリ・

中華民国・スウェーデン・ドイツの各国で外交事務を執る。大正４年（１９１５）駐華公使のとき、

対華二十一ヶ条要求の交渉を担当した。また、伊藤小左衛門は、先代小左衛門が家業の醸造業に加

え、新たに始めた製糸業を拡充するため、製糸部・醤油部など５部体制に組織を改め、木製の器械

を鉄製器械に換えたりして業務の近代化を図り、明治３４年（１９０１）フランス万博で金賞を受

賞するなど事業を大きく発展させた。 

 大正１４年（１９２５）生まれのご住職は当寺の第１９世である。長らく教職に就かれていて、

今回もお話が終わると、何人かの参加者から「先生、お久しぶりです」などの声を掛けられて、お

応えしてみえる姿は“かくしゃく”として、お年齢を全く感じられなかった。 
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槐花山 常誓寺（かいかざん じょうせいじ） 

 西善寺を出てから常誓寺への途中、字垣内にある明治１７年（１８８４）に建てられた伊勢両宮

と大谷神社の常夜燈について、地元の方からお話があった。その時、脇にある道標について、大泉

青年会が立てたもので「右大泉東駅」と刻まれている、という説明であった。しかし、「大泉東駅」

は大正３年（１９１４）北勢鉄道が開通したときに設けられた「大泉駅」が東一色地区にあること

から、昭和６年（１９３１）に「大泉東駅」と改称したものであり、察するに昭和３年（１９２８）

に行われた昭和天皇の即位の礼（御大典）を記念し、立てられたと思われるこの道標には「右大泉

駅茶（屋）」とある。 

 常誓寺では、檀家の伊藤紘一さんが一行を本堂に招じ入れて、お寺の話を聞かせて頂いた。常誓

寺は真宗大谷派、本尊は阿弥陀如来である。天平１１年（７３９）僧行基が諸国回歴のとき、この

地に数日滞在して道場を開いたことが寺の創始と伝える。その後天台宗となり、槐花山常誓寺と称

した。寛正２年（１４６１）当時の住職浄了（じょうりょう）が蓮如上人に帰依し、真宗に改宗し

た。 

 慶長５年（１６００）関ヶ原合戦で敗れた島津義弘の部下が逃れ、当時、治外法権的立場にあっ

た当寺に保護を求めてこの地に定住した。その後、一部は長深村（現東員町）に移って集落を作っ

たと伝え、現在も長深と大井田には多くの当寺の檀家がある。 

嘉永６年（１８５３）再建の本堂は、昭和４８年（１９７３）に屋根の葺き替え、昭和６３年（１

９８８）大改修が行われた。鐘楼は寛政１０年（１７９８）建立、書院は大正１０年（１９２１）

工事中暴風雨で倒壊し、昭和４年（１９２９）に新築した。なお、山号にちなんだエンジュ（槐）

の木が、鐘楼の前に植えられている。 

 そして伊藤さんは、「現在、子供たちにお寺を大切にする心を伝えていくことを、この寺の門徒

たちは行っています。」と結ばれた。 

 最後にご住職が、室町時代の永正年代（１５０４～２１）に開基されたこの寺の歴史を簡単に述

べられた。 

   
大谷神社の常夜燈          常誓寺           伊藤紘一さん説明 

 

本堂をお借りして、近藤代表が終了の挨拶を行い、解散した。 

今にも雨が落ちてきそうな曇り空の下、大泉駅まで約１０分の道のり、１５時１分発の西桑名駅

行きの北勢線に乗り、帰った。代表の後日談で、「うりぼう」から今回参加者の特典として５００円

以上買い物をしたら、くじ引きができると紹介したが、実際は店員さんとジャンケンをして勝ち、レト

ルトの黒米粥がもらえたと聞いた。 
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