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開催日： ２０１２年４月８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 
桑名歴史案内人の会、ふるさといなべ市語り部 

 
 

第１８回 

  

芳ヶ崎のクロガネモチ 

桑名市指定天然記念物。樹高 15m、幹周り 3.3m。
枝は東西 24m、南北 23m に張って見事な傘状をな
しています。 

教願寺 

三間向拝の中央柱間に向唐破風を付け、前面の平

屋根に大型の千鳥破風を据えていて、真宗本堂と

しては型破りの外観です。 
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 今回はお天気もよく、星川駅で３０分前から受付 
を始めたると、どんどんと人が集まってきました。 
最終参加者は８３名となりました。おばあちゃんに 
つれられた小学生もいました。挨拶の後、注意事項 
などを伝えて、さあ出発です。先導の集山さん続い 
て、旧星川駅跡にたどり着き、歴史の案内人の伊藤 
さんから説明がありました 
 
 

星川駅             西村 健二 

＜星川駅の開業＞ 

 大正 3年（1914）4月 5日、北勢鉄道開通と同時に星川駅が開業しました。当初は乗降

客がなければ通過する停留所の扱いで、ホームもないことから乗り降りには50cmほどの高

さを上がらねばならない不便な駅でした。開業当初の駅は星川第 2号踏切のすぐ西隣の三

角形の敷地にあり、濃州道沿いに位置していました。 

大正5年（1916）5月10日、星川駅は一時廃止されました。嘉例川と濃州道に挟まれた

狭隘な土地にホーム建設は難しく、旅客取扱を中止せざるを得なかったのです。こうして

最初の星川駅は一年余りで姿を消しました。 

 
＜砂利採取による駅復活＞ 

 昭和2年（1927）8月20日、星川駅が竣工し、同年9月8日に貨物駅として再度開業し

ました。員弁川では良質の砂利が多く採取され、星川周辺でも地元住民が手篩によるコン

クリート用の砂利採取を行っていました。さらには鉄道事業に従事した経験のある山中利

秀が鉄道用の砂利採取を開始し、それらの砂利を運搬するために星川駅が再興されたので

す。河川敷で採取された砂利は手作業あるいはトロッコを使用して北勢鉄道の貨車へと積

み込まれ、桑名市矢田の作業線まで運んだ後に国鉄の貨車に積み移されて各地へ運ばれま

した。このため北勢鉄道では砂利運搬のために無蓋貨車4輌を新たに導入しています。 

昭和 6年（1931）には国道一号線建設によって砂利需要が高まり、北勢鉄道自体が砂利

採取事業を開始し、翌昭和 7年（1932）には星川駅から員弁川河川敷までの砂利採取専用

側線を設けました。砂利採取事業直営にあたり、昭和 9年（1934）6月の北勢鉄道の株主

総会では北勢電気鉄道への社名変更を決議するとともに「石材、礫、砂利、土砂ノ採取・

販売並ニ埋立工事ノ請負」を定款に追加しています。このように砂利との深いつながりに 

第１８回北勢線の魅力を探る 
「再発見！魅力ある北勢線沿線 星川駅～東員駅」 

参加者：８４名（内子ども６名） 
協 力： 桑名歴史案内人の会、星川自治会、森忠自治会 

 
星川駅 
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よって再興した星川駅ですが、昭和7年（1932）11月1日には乗降客がなくとも停車する

停車場として旅客営業を再開しています。 

    
歴史の案内人伊藤さんの説明         説明の途中で北勢線が通過する 

 

＜砂利運搬を担った電気機関車20型＞ 

 昭和 6年（1931）2月、直営の砂利採取事業開始に先立って砂利運搬のための電気機関

車 2輌が名古屋の日本車輌製造本店工場で製造されました。電気機関車導入の背景には北

勢鉄道の全線（星川の砂利採取専用側線を除く）電化が近く予定されていたという事情が

あり、同年7月8日に実現しています。導入された電気機関車は20型の21号と22号で、

全長 9.3ｍ、重さ 12.6ｔの凸型車体でした。軌間 762ｍｍの特殊狭軌用では大きな方で、

電装品は三菱電機製で統一されていました。 

 2輌は昭和19年（1944）の三重交通合併時には71型71号・72号に改番して同社の客車

と同じ深緑色の塗装に変更されましたが、昭和34年（1959）の伊勢湾台風によって砂利運

搬が自動車輸送へと切り替えられて以降は役割が少なくなり、同年中に72号は三重線へ転

属されて客車牽引を担うことになりました。三重交通三重線は昭和39年（1964）2月1日

に三重電気鉄道三重線となり、同年3月23日には湯の山線部分を改軌したことから72号

の活躍する場は内部・八王子線に限定されました。昭和40年（1965）4月1日には三重電

気鉄道が近畿日本鉄道に合併されたことで、72号はデ40型46号と改番されてオレンジ色

に黄色帯を入れた塗装に変更されました。しかし、昭和45年（1970）には廃車の上、解体

されてしまいました。 

 一方、71号は引き続き北勢線で使用され、多客時の客車牽引や保線作業で用いられまし

た。昭和40年（1965）の近畿日本鉄道合併時にはデ40型45号と改番され、塗装も46号

と同様オレンジ色（後に茶色や桃色の色調の時期もありました）に黄色の帯を入れたもの

となりました。しかし、昭和54年（1979）には除籍されて北大社車庫の入換用に用いられ

ました。除籍後は近鉄マルーン一色に塗装され、しばらく北大社車庫にありましたが、平

成5年（1993）に解体され、現在は片方のボギー台車のみが保存されています。 

 

＜砂利増産のための取り組み＞ 

 昭和 6年（1931）の満洲事変以来続く中国での戦争の影響もあって、砂利需要は伸び続

け北勢電気鉄道でも増産に注力しました。昭和10年（1935）にバケット式の砂利採取船を

導入し、翌昭和11年（1936）にはもう1隻を増やし、船からベルトコンベアを使って側線
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の貨車まで直接の積み込みを可能にしました。星川の河川敷で採取された砂利は一日10往

復の運転で西桑名駅南側の作業線まで運ばれました。 

北勢線は馬道駅を過ぎて西桑名駅方面へ進むとすぐ上り坂となり、近畿日本鉄道と国鉄

を跨線橋で越えて大きく北（左）へカーブします。そのカーブを終えてすぐ、下り坂の左

手（西側、国鉄側）に2番積み出し線と3番積み出し線が分岐していました。作業線の長

さはそれぞれ 150ｍほどあって、現在は月極駐車場となっている三角地の手前まで伸びて

いました。木製の土台に支えられた 2本の作業線の間には国鉄の側線が通っており、そこ

で国鉄貨車への積み込みが行われていました。昭和45年（1970）11月12日には桑名駅前

市街地再開発事業によって宅地化され、桑名市長水谷昇の命名によって向陽町となり、昭

和 46年（1971）3月 26日には向陽町自治会も発足しました。向陽町には現在も分岐点の

石積みがのこっています。 

このような砂利採取事業への注力もあって年間の砂利輸送実績は、昭和11年（1936）度

66,100ｔ、昭和12年（1937）度74,250ｔ、昭和13年（1938）度99,450ｔと飛躍的に増加

していきました。さらに桟橋の増設、ホッパービン施設の新設などを行い、昭和14年（1939）

には無蓋貨車10輌を新たに導入しました。 

昭和16年（1941）には星川での砂利採取を終えてさらに上流（西側）へ砂利採取専用側

線を 1.9ｋｍ延伸しました。砂利採取専用側線は星川駅の南側に引かれており、いったん

東側へ向かい、嘉例川橋の手前で右に大きく弧を描きながらカーブして嘉例川右岸（西岸）

に沿いつつ南下、員弁川の河川敷へ出ると上流方向（西側）へ転進していました。現在、

濃州道から堤防道路へと続く嘉例川に沿った短い道路がありますが、これが側線の跡地で

す。今は堤防道路の嘉例川橋（平成11年（1999）5月に嘉例川橋1号橋を架替、濃州道の

嘉例川橋とは別です）と弁天川橋（平成11年（1999）9月に弁天川1号橋を架替）の中間

地点の高さまでやや上り坂になっていますが、側線は河川敷に向って徐々に下り、さらに

弁天川を橋で越えていました。ここから員弁川左岸（北岸）に沿って東員町筑紫の手前に

ある藤川合流点まで伸びていました。おおむね現在の堤防道路の位置を走っており、当時

は側線に沿ってダンプカー用の作業道路が設けられていました。現在の員弁川第三頭首工

（桑名市巌新田）と桑名市上水道西部水源地（桑名市森忠）の中間付近には分岐点があり、

車輌入換用の短い支線が設けられていました。 

 昭和17年（1942）12月20日、北勢砂利興業株式会社を設立して砂利採取販売事業を分

離しました。社長には北勢電気鉄道取締役の伊藤幸次郎、専務には北勢電気鉄道社長松本

長蔵の子松本繁一が就任しました。この分社化は中小交通事業者を統合するための兼業部

門切り離しの一環でした。交通事業に限らず、国内のほとんどの産業が戦時体制で統合さ

れていきました。 

その後、北勢砂利興業は昭和34年（1959）の伊勢湾台風によって星川の砂利採取専用側

線が壊滅的被害を蒙るまで事業を継続しますが、労働争議などの問題もあって事業は徐々

に縮小傾向にあり、遅くとも昭和40年（1965）頃までには廃業しています。昭和38年（1963）

3月に愛知県弥富市中山町松山に建立された伊勢湾台風災害復旧竣工記念碑の台座には協

力事業者として名を刻まれています。なお、北勢砂利興業の労働組合長を務め、労働争議

の責任を負って退職した西村又一郎が昭和25年（1950）5月1日に桑名市矢田（上野2丁

目）で独立開業した桑名砂利株式会社が営業を続けており、現在は二男の西村弘が事業を
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継承し、桑名地区砂利協同組合理事を務めています。 

 

＜星川駅の廃止と復活＞ 

昭和 19年（1944）2月 11日、北勢電気鉄道は神都交通、三重鉄道、松阪電気鉄道など

と合併して三重交通となりました。同年7月1日には戦時下の電力統制のため星川駅は稗

田前、大木、畑新田の各駅とともに休止されました。その後、北勢線は前述のとおり三重

電気鉄道、近畿日本鉄道へと経営母体を移していきますが、昭和 44年（1969）5月 15日

に至ってようやく星川駅の廃止手続きがなされ、名実ともに姿を消しました。 

平成15年（2003）4月1日、北勢線は近畿日本鉄道から三岐鉄道へ事業譲渡されました。

平成17年（2005）3月26日、東側の坂井橋駅が廃止されて現在の星川駅が開業しました。

届出上は坂井橋駅の移転ということにはなっていますが、実に61年ぶりの復活です。パー

クアンドライド用の駐車場確保のため三洋堂書店星川店やユーストア（現在はピアゴ）星

川店の駐車場敷地内に新たな駅舎を設けました。同年6月1日には自動券売機・自動精算

機・自動改札機を設置し、平成 22年（2010）2月 10日には駅の東側に駐輪場、線路を挟

んだ南側の敷地に駐車場が新設されました。 

 

＜参考文献＞ 

西羽晃著 『北勢線90年小史』改訂版 桑員ふれあいの道協議会 2005 

名取紀之著 『森製作所の機関車たち』 ネコ・パブリッシング 2000 

三重県砂利協同組合連合会編 『三重県砂利史』 三重県砂利協同組合連合会 1982 

名古屋工業大学鉄道研究会連接車編集部編 「連接車」第19号（特集：①近鉄北勢線・②

名鉄小牧線） 名古屋工業大学鉄道研究会 2003 

西村健二著 「ある零細企業の創業者」（西村又一郎伝記） 『砂利時報』614号所収 日

本砂利協会 2007 

その他、近畿日本鉄道ホームページ「近鉄資料館 鉄路の名優 電気機関車デ 40型」、フ

リー百科事典「ウィキペディア 星川駅・坂井橋駅」などを参考にしました。 
 

星川神社         西羽 晃 

 星川神社に着くと、地元の方々が待ち受けておられた。今日の午後は春の大祭がある

とかで、拝殿も開けられ、掃除もされていた。自治会長の伊藤宣毅さんから星川の説明を

聞く。大和の星川郷（現天理市の辺り）から移住した人たちによって開発されたところで

あり、星川神社は江戸時代の記録では星川建彦宿祢命が祀られている。大和の祖先神を祀

ったのであろう。鎮座は応神天皇のころと伝えられる。延喜式内社とされて、格式の高い

神社である。付近は平安時代には星川市庭（いちば）とも言われ、員弁川が東西の流通ル

ートであり、弁天川と嘉例川が員弁川に合流する地点であって、港もあった。さらに多度

と大矢知辺りを結ぶ南北の流通ルートが交わって、交易が盛んな場所であった。社地の東

に中世には城があり、城主の春日部若狭守は銘村正の刀を寄進しており、今も神宝として

保存されている。 
また戦死者の霊が拝殿の中に納められている。明治末に付近の御厨神明社などを合祀し
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たので、現在の主神を天照大神としている。拝殿の中に戦没者の霊を祀っている。星川神

社での説明の様子は伊勢新聞社の生田雅子記者によって取材され、４月１０日の『伊勢新

聞』で紹介された。 

   
星川神社のぼり      自治会長伊藤さんの説明       説明の様子 

 

安渡寺            西羽 晃 

 安渡寺は石段を上がったところにある。僅かな石段ながら息切れがする。桜も咲いてき

た。ここは「くわな歴史の案内人」の伊藤通敏さんの説明である。ご本尊は平安時代中期

の「聖観音立像」（桑名市指定文化財）である。仏身の高さ３０．３ｃｍの小さな仏様であ

るが、お厨子の中に安置され、３３年に１度の御開帳である。次回は平成２７年の４月こ

ろに御開帳の予定とか。普段はお厨子の前「前立ちさん」といわれる複製が置かれている。 
ご本尊は星川市庭と言われた時代から祀られたようだ。富田の善教寺の阿弥陀如来の胎内

に納められていた鎌倉時代の文書によると、近隣に名高い観音様として信仰を集めている。

元は修験宗で多聞院とも呼ばれた。天台宗にも属したことがあるが、今は単立真言宗。「子

安観音」としてお参りする人が多い。伊勢国三十番札所である。現本堂は昭和４８年にコ

ンクリート造り。格天井は９９の区画に仕切られ、四季とりどりの花の絵が色彩豊かに描

かれて、華やかである。 

     安渡寺の石段を登る         境内              おてひき桜 
 

森忠名神明神社    伊藤通敏 

 一行は三々五々安渡寺を出て濃州道を西進、しばらく行くと春の陽を浴びた家並みの上

に幟が見えてきた。森忠名神明神社である。今日は神社の春の例祭で参道から神社に上が

る階段の下には神社総代の方が待機しておられた。どうぞお参りくださいとの声で急な階
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段を上がり拝殿へ向かった。 

 普段は締め切られている拝殿も今日は開かれており、皆神妙にお参りした。拝殿の横は

広場になっており、そこで小生はマイクでこの神社の説明を始めた。 

 この辺りは中世には伊勢神宮の神領であり、その管理を任されていた久米守忠という人

の名田 (みょうでん)（荘園の租税の集取単位）であった。そこの産土神として祀られた神

社がこの神明社である。神明社の神明とは天地神明というように神様を指すことばである。

大昔から使われており、平安朝の末期から伊勢神宮を指すことばとして使われるようにな

った。したがって神明社の祭神は天照大神である。 

 広場を挟んで東側にもう一つ社殿があり、こちらは御嶽神社と称して御嶽大神と火産霊

神(ほむすびのみこと)が祀られている。そして社殿の前には伊勢神宮と神武天皇・明治天

皇（陵）遙拝所が設けられている。これは皇紀 2583年（大正 13）に地元の山上甚兵衛と

いう人が建立したもので、以前に訪れた際には雑草に覆われて目立たなかったが、今回は

氏子の人たちによって綺麗に掃除されていた。 

   
 森忠名神明社鳥居              拝殿横から           奥は御嶽神社 

 

教願寺            西羽晃 

 真宗大谷派。北勢線の線路際に立派な本堂が建っており、電車で通る度に気になってい

た寺である。近づくと満開の桜が迎えてくれた。本堂に上がらせていただき、ご住職さま

から説明を聞く。由来は不詳だが、三重郡河北村（現菰野町川北）の進士久右衛門が天明

６（1786）年に寄進した鐘が残っており、本堂もそのころに建てられたものとされる。本
堂は桁行９間（実長９間半）、梁間９間（実長９間半）の大型である。屋根に大型の千鳥破

風を載せ、向拝の中央柱間に向破風を付けて、近隣にない風格をを示している。 

   
満開の桜            教願寺           住職さんの説明 

 三重県教育委員会編の『三重の近世社寺建築』（1986 年発行）によれば「この堂は平面
形は地方の大型真宗寺院の典型で、外陣外廻りまで円柱を廻らし、桟唐戸で戸締り、矢来
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内を上段とし、余間前面に中柱を立てるので８本の円柱が並び、千本障子を連ねて壮麗で

ある。特に内陣廻りの二手先尾垂木付きを斗組、二重折上の丁寧な格天井など、外観の向

唐破風・千鳥破風と共に異彩を放っている」。 
 庫裏の一部と廊下は擬洋風造りであって、寺院として変っている。理由は不詳らしい。

明治８（1875）年に森忠学校（現七和小学校の前身）が当寺の納屋を利用して始まってい
る。鐘の冶工は「桑名住」と読めるが、その下が判らない。城田甚三著の『桑名の鋳物』

によれば、広瀬九郎兵衛道次とされている。なお鐘の下に甕が埋めてあって、よく反響す

るように工夫されている。 
 

旧七和駅跡～瑠璃山薬師堂      伊藤通敏 

旧七和駅 

 教願寺を出発し森忠の集落の中を西進。しばらくすると左手に市営住宅、右手にヤマモ

リの醤油工場の貯蔵タンクが見えてきた。北勢線の踏切を渡ると線路に沿った細長い広場

に出た。ここが旧七和駅跡である。 

 旧七和駅は大正 3（1914）年に北勢鉄道の開通と同時に開業した駅であるが、手狭であ

った。 昭和 37年(1962)桑名工業高校が七和に移転開校し、乗降客が増えたため、翌 38

年３月にこの場所より50ｍ西に移転して営業を始め現在に至っている。 

   
旧七和駅跡          芳ヶ崎のクロガネモチ      執筆者伊藤さんの説明 

 

芳ヶ崎のクロガネモチ 

 旧七和駅跡から緩い上り坂を濃州道の方へ向かうと前方に大きな樹が見えてきた。これ

が芳ヶ崎のクロガネモチである。多数の枝を四方に張り、見事な傘状を成している。道路

の端にあるが一方は道路を覆うように、もう一方はヤマモリの工場の中まで張り出し、樹

勢は旺盛である。枝の張り出しは東西24ｍ、南北23ｍで樹高は15ｍだそうだ。 

 一般にクロガネモチは樹高が高いものが多いが、この樹は横に枝を張るのが特徴のよう

である。昭和41（1966）年に市の天然記念物に指定されている。この道路は天皇八幡社の

参道であり、神社の御神木として大切に保存されている。 

 クロガネモチはもちのき科の暖地性雌雄異株の常緑高木で、雌株には晩秋に赤い実が成

るが、この芳ヶ崎の株は雄株だそうだ。クロガネモチは漢字では黒鉄黐と書き、黒鉄とは

枝や葉の色によるものだそうだ。 

このクロガネモチのある天皇八幡社は八幡神、牛頭天王、春日社を祀る神社で、社名の天

皇は牛頭天王の名に由来すると思われる。 
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瑠璃山薬師堂 

 天皇八幡社の前の濃州道に出てすぐの四つ角を七和駅の方向へ進むとしばらくして右手

に広場とその奥にお堂らしき建物が見えてきた。ここが瑠璃山薬師堂である。 

当庵は三重郡楠村出身の道後という僧が奈良時代に創建したと伝わり、本尊の薬師如来

像は室町時代の作といわれている。浄土宗知恩院派に属するが現在は無住であり、地域の

人々によりお守りされている。 

 ここには先ほど訪れた教願寺に設けられた森忠学校が明治９（1876）年に移り、芳ヶ崎

学校と改称され、明治30（1897）年、現ＪＡの位置に七和尋常小学校が新築されるまでこ

の地に置かれた。 

 また戦国時代にはここに羽笠城があったと伝えられる。さらに北に 300ｍ程入ったクタ

ラギには百済城があったとされるが、いずれも城主、縄張りなど詳細は不明である。 

   
濃州道              瑠璃山薬師堂        瑠璃山薬師堂本堂 

 

穴太徳の碑       岡本 浩平 

 濃州道の弁天川を渡って東員町に入った。しばらく行くと右手の民家の庭先に石碑が建

っている。「穴太徳事 神戸屋徳次郎碑」である。 

 穴太徳は、幕末期の侠客で、穴太に生まれ桑名に出て、桑名を本拠地とした神戸（かん

べ）屋一家の親分となった。鈴鹿の侠客・神戸の長吉との荒神山の決闘が講談や浪曲の当

たり作となって広く知られることになった。 

 この決闘は、もともと反目し合っていた穴太徳と神戸の長吉との賭場の縄張り争いで、

慶応２年（1866）４月８日に鈴鹿市高塚町の観音寺の裏山で行われた。長吉に救いを求め

られた清水の次郎長一家の大政や吉良の仁吉も参加しての大規模な戦いとなり、吉良の仁

吉は穴太徳の子分・阿下喜の玉五郎に銃で撃たれ死亡した。一方、穴太徳の用心棒・角井

門之助も死亡して穴太徳側の敗戦に終わった。観音寺には、吉良の仁吉狙撃に使われたと

いう猟銃や鐘楼の柱に銃撃の痕が残っている。 

 この争いが世に知られることになった経緯は、清水次郎長家に寄食していて後に次郎長

の養子になったという山本五郎が、次郎長から聞いた話をまとめた「東海遊侠伝」を明治

17年に刊行した。この本をもとに講釈師の神田伯山が明治 40年に「次郎長伝」として口

演した。のちに浪曲師の２代目広沢虎造がさらに脚色して昭和５年に口演した「清水次郎
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長伝」の中に「血煙荒神山」として入れて大当たりとなった。 

この話で吉良の仁吉が長吉の助っ人となるにあたり、恋女房のおきくを離縁する。おき

くは穴太徳の妹であり、義理と人情のはざまで悩む場面が聞かせどころである。歌謡曲の

「人生劇場」でも「吉良の仁吉は男じゃないか」と仁吉を称えている。鈴鹿の観音寺の境

内には広沢虎造書になる吉良仁吉碑が建っている。 

しかし実は、この恋女房の離縁の話はフィクションであって、当時仁吉は28歳の独身で

あった。命が義理人情よりも軽いとされた明治以降の時代にぴったり合って、吉良の仁吉

は英雄となり、その敵役の穴太徳はとんでもない悪者にされてしまった。忠臣蔵の吉良上

野介と同じである。 

この戦い後の穴太徳については、いろいろな説があるが、詳らかではない。この碑は、

以前に穴太徳が住んでいた、人通りの多い濃州道沿いの地に、大正５年、徳次郎の甥によ

って建てられたという。 

   
濃州道           穴太徳の碑          執筆者岡本さんの説明 

 

淨泉寺・源光寺からゴールまで     水谷一夫 

淨泉寺 

岡本さんの名調子も「ちょうど時間となり」まして、「穴太徳の碑」を別れた一行は、濃

州道を５０メートルほど戻ってから南へ、筑紫を経て穴太へ向かった。途中、自然石に「筑

紫連墓」と彫られた碑や、筑紫地蔵堂を横目に見て、穴太の集落の南端、藤川の堤防道路

の北側にある浄泉寺に到着した。 

蓮池山淨泉寺（れんちざんじょうせんじ）は真宗大谷派、本尊は阿弥陀如来である。多

度香取の法泉寺の１４世空映（くうえい）の子、泰音（たいおん）が穴太において道場を

開いたことが、この寺の始まりとされ、開山以来３００年を経て、現在のご住職は第１０

世である。 

 香取の法泉寺は、長島願証寺と同時期の文永元年（１２６４）長島杉江に開創された古

い寺で、８世空賢が蓮如上人の弟子となって本願寺末となった。享禄４年（１５３１）将

軍足利義晴から香取一郷を賜り、ここに法泉寺を建立し、三崎宝泉寺・杉江宝泉寺を兼帯

した。天正２年（１５７４）織田信長の願証寺攻めに遭い、１１世空明は石山本願寺に逃

れたが、天正１３年（１５８５）小牧長久手の合戦の時、織田信雄の加勢依頼状を受けて

徳川・織田軍に味方して援軍を送り、矢田磧の合戦に参加して功績を挙げ、家康から３千
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３百石を下賜された。のち、１２世空了の時に本願寺教如上人より東西分派の御消息を賜

って東本願寺に属した。この時、三崎法泉寺を献納して桑名別院本統寺を創立し、後見し

た。その後も桑名本統寺と共にこの地の大谷派各寺の中枢を占める大刹である。 

泰音が穴太で道場を開いた時期は判然としないが、寛文２年（１６６２）空映の時、桑

名藩主松平定重によって法泉寺の本堂が修復されたことが『多度町史』に記され、また、

正徳３年(１７１３)当寺が寺号公称を許され、本尊阿弥陀如来像が下付されて開山したと

『東員町史』にあることから、元禄から宝永の頃、１７００年前後と思われる。 

その後、寛政９年(１７９７)に建立された本堂は、昭和５８年(１９８３)に改築された。

また、「勢州安芸郡住安保丹後守藤原周心作」とある梵鐘には造立年は刻まれていないが、

天保年間(１８３０～４３)の建立とされる鐘楼と同時期のものとされている。 

なお、側面に「勢州三重郡山ノ一色村、瓦屋浅治作之／享和元年酉ノ四月上白」、片側に

高柳・桑名・永井・末永・大坂・京都の６人の「瓦師職人」の名前をヘラ書きした、旧本

堂の鬼瓦が鐘楼の脇に残されていた。 

   
浄泉寺へ向かう           浄泉寺           執筆者水谷さんの説明 

 

源光寺 

 淨泉寺をあとにした一行は、神田神社の鳥居の前を通って、自動車がひっきりなしに疾

走する県道四日市東員線を左右に注意しながら横断した。 

 藤川に架かる穴太橋の北、県道沿いの永照山源光寺（えいしょうざんげんこうじ）は浄

土真宗本願寺派、本尊は阿弥陀如来である。この地は、その後、瀬古泉に移った穴太山多

井寺の伽藍の一部があったところと伝えられ、寺の南東の畑からは古い瓦が出土している。 

尾張戸田郷の戸田為氏の孫新左衛門が、出家して春光と名乗り、蓮如上人に帰依して、

染筆の六字名号と上人木像を賜り、文正３年(１４６８)に道場を開いたことが当寺の始ま

りとされる。寛永５年(１６２８)准如上人より阿弥陀如来像を下付され、宝暦７年(１７５

７)寺号公称と自坊にあった阿弥陀仏を本尊とすることが許可された。この時、宗祖上人像、

聖徳太子像など法宝物が下付された。なお、蓮如上人から下賜された染筆の六字名号と上

人木像は年１回、４月２４日・２５日の「蓮如御正忌」法要の日のみ、ご開帳される。 

本堂が建立された時期は明らかでないが、現存する喚鐘は寛政２年(１７９０)佐藤五右

衛門が願主となって、桑名の廣瀬与左衛門政次が鋳造しており、また、梵鐘は寛政８年(１

７９６)三林庄五郎が両親の菩提供養のために寄進、桑名の廣瀬久右ヱ門道次の鋳造である。

また、安永年間(１７７２～８０)に仏具・什器が調えられており、このことから本堂も１

８世紀後半に建てられたと思われる。その後、各建物の老朽化を憂慮されたご同行の方た

ちから浄財を仰ぎ、平成６年から順次、本堂・庫裡・書院・鐘楼などが改築され、落慶し
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た。また、旧梵鐘は戦時中に供出され、成分検査の際の後遺で、表面に細いシワや乳の一

部が欠けたりして帰された。午後５時に時を告げていたが、「ごえんさん、この鐘、音悪い

なぁ」というご同行の奔走で、平成１２年に新調された。 

ご住職は、一行が境内に入った時には本堂を開けてお待ちになっていて、過去のご住職

のエピソードなどを交えたお寺の歴史や、前住の時、寺の改築に尽力されたご同行の方た

ちへの感謝のお言葉と、昔のようにお寺が子供の遊び場になるように、との思いから、穴

太地区の子供たちに参加を呼びかけ、夏休みに「流しソーメン大会」、１２月２３日に「餅

つき大会」を行っていることなどのお話をして頂いた。また、ご住職は員弁高校のレスリ

ング部の第１期生で、現在は「いなべレスリングクラブ」で子供たちを指導されており、

ご子息３人も熱心にレスリングに取り組んでみえるとのことである。 

なお、浄土真宗本願寺派の若いご住職たちは「震災支援ネットワーク東海」を結成され

て、現在、東北にお米を届ける支援活動を実施してみえる。「おてつぎ」のお寺へお米を持

参して頂く運動で、１０月末までいつでも受け付けられるとのことである。 

     
           源光寺              住職の説明 

桜堤から六把野駅跡へ 

 源光寺を出て、県道を２００メートルほど歩くと、家並みが尽きて左右は田圃になる。

その手前を東西に流れる農業用水の堤防は「桜堤」と呼ばれ、昭和５８年(１９８３)圃場

整備事業が完成した記念に植樹されたソメイヨシノは、約８００メートルの堤防に１６８

本を数える。現在、ＥＣＯ贔屓（穴太自治会と農業組合）の皆さんが大切にお世話されて

いる。ほどよい風に吹かれながら、一行は長い列になってその３分咲きのソメイヨシノの

下を西へ向かった。 

「桜堤」をのんびり歩いて六把野の集落の中程、北勢線の踏切の西側が、平成１７年３

月、北大社駅と共に廃止された六把野駅の跡である。 
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六把野駅          西村 健二 

＜六把野新田の由来＞ 

 東員町内の濃州道の北側は近世に新たに開発された土地がほとんどで、六把野新田や八

幡新田のように「新田」という地名が多くのこっています。六把野新田は17世紀後半に開

発された土地で、開発当初は山田村の枝郷の扱いでした。『東員町史』下巻によれば、六把

野新田の地名は1反あたりの年貢が6把であったことに由来します。明治22年（1889）4

月 1日には鳥取村・山田村・瀬古泉村・穴太村・筑紫村と合併して神田村となり、六把野

新田に村役場が置かれました。合併後の村名は村の中を流れる藤川にちなんで藤川村が候

補に挙がっていましたが、各字に神田の地名があることから住民の希望によって神田村が

採用されました。昭和 29年（1954）11月 3日には稲部村・大長村と合併して東員村が発

足し、現在は東員六把野郵便局が建つ六把野新田 419にあった神田村役場がそのまま東員

村役場となりました。翌昭和30年（1955）2月1日には久米村中上地区を編入し、昭和31

年（1956）11月 3日には六把野駅のすぐ南に位置する山田 2501に東員村役場の新庁舎が

完成しました。庁舎跡は現在、なかよし公園となっています。昭和42年（1967）4月1日

には町制施行により東員町が誕生し、昭和54年（1979）3月10日に山田1600の現庁舎に

移りました。東員町役場の旧庁舎と現庁舎、消防署、金融機関、スーパーマーケットなど

はいずれも六把野新田から至近の距離にあり、員弁街道も通じてバス路線も充実している

ことから六把野新田は現在まで東員町の中心を成しています。 

 

＜六把野駅の歩み＞ 

大正 3年（1914）4月 5日、六把野新田に北勢鉄道が開通し、同時に六把野駅も開業し

ました。星川駅と同じくホームのない停留所でした。開通を記念して北勢鉄道取締役の和

波鉱太郎が作詞した北勢鉄道唱歌には「汽笛一声走井山 愛宕の楼の桜花 勇む馬道何の

その 瞬くひまに西別所 直なる道の六把野や からむ藤川駆け通り 競う馬より尚早く 

進む猪名部の大社（後略）」と詠われています。 

 駅舎とホームは線路南側に建てられ、柱にはレールが使用されていました。レールには

「CARNEGIE 1914」と陽刻されたものがあり、北勢鉄道では大正 3年（1914）に米国カー

ネギー社で製造されたレールを使用していたことが分かります。廃駅後、このレールは長

深の東員町郷土資料館に保管されています。 

 駅舎は旧役場道からスロープでホームの高さまで上がり、駅舎側面には駅看板が掲げら

れていました。当初は有人駅であったため駅事務室、待合室、トイレ（小便器1、個室1）

が設けられており、トイレ脇には井戸もありました。 

 昭和 48年（1973）1月 15日、六把野駅は近畿日本鉄道北勢線の経営合理化の第一弾と

して無人化されました。同年7月1日には穴太駅も無人化されています。これによって六

把野駅から乗車する際は、乗車票を発券して車内あるいは下車駅で精算する乗車形式にな

りました。結局最後まで自動券売機は導入されず、三岐鉄道北勢線の駅として廃止される

まで乗車票発券は続けられました。なお、駅の無人化はその後も推し進められて近畿日本

鉄道時代に有人駅としてのこったのは西桑名・北大社・楚原駅の3駅のみでした。 

 昭和 52年（1977）、六把野駅のホーム改良工事が行われました。これは西桑名・馬道・
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西別所・蓮花寺・在良・北大社・楚原・上笠田・麻生田・六石・阿下喜の各駅と同時に行

われたものです。 

 そして平成 17年（2005）3月 25日、六把野駅は北大社駅とともに最後の営業を終え、

翌日には東員駅が新設されたことで 91年の歴史に幕を閉じました。廃止にあたっては星

川・東員駅開業と坂井橋・六把野・北大社駅廃止の記念入場券セットが発売されました。

駅廃止によって駅舎は取り壊されて現在は空き地となっていますが、ホームの駅名表示板

と普通旅客運賃表は六把野新田コミュニティセンターに移されて今も保存されています。

線路北側にあった屋根つきの駐輪場はしばらくのこされていましたが、平成19年（2007）

2月13日に撤去されました。 

 

＜参考文献＞ 

東員町史編さん委員会編 『東員町史』上・下巻 東員町教育委員会 1989 

   
2003年6月8日六把野駅の様子     六把野駅跡の説明          藤川橋 

 

ゴールの東員駅と猪名部神社上げ馬    水谷一夫 

行列の前後の間隔が長くなり、後組の私達が六把野駅跡に到着すると、すでに説明は終

わりにさしかかっていた。踏切を渡って北勢線の線路沿いに１０分ほど歩いてゴールの東

員駅に到着した。駅の前で近藤会長から終了の挨拶があって、一行は解散した。皆さん、

お疲れ様でした。 

私はこの日に行われていた上げ馬を見るため、北大社の猪名部神社へ足を伸ばした。隣

で見ていた人は「昔に比べると、人出も少なくなったし、迫力も…」と言ってみえました

が、初めての私にはそれなりの迫力で、多くの参詣者の頭越しでよく見えないながらも成

功２、失敗１の３つの上げ馬を見て帰路についた。 

   
東員駅解散挨拶           猪名部神社           上げ馬の勇姿 
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