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開催日： ２０１２年１０月８日（月・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、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１９回 

  

 

北大社車庫 

昭和４９年、西桑名駅から移された車両基地・整備

工場、ピカピカの車軸が表札に乗せられています。 

真養寺 

真宗大谷派の寺で、旧山門を飾った虎の彫刻は左

甚五郎の一番弟子の作と伝えられている。 
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     東員駅～北大社車庫            集山 一廣 

気温は最高でも 26℃、降水確率 20%と、予報通りの好天に恵まれ、申込者をはるかに超
える 101名の参加だった。第 1回(「ここにもある阿下喜の魅力」2003年 8月)から通算す
ると約 2000 名の方々に参加いただいたことになる。今回、北勢線対策室から、参加者に
と北勢線の電車がプリントされたエコバックの提供があったので出発時に配った。 

    
東員駅ホーム         東員駅へ続々集合         エコバックを持って 

出発点となった東員駅は、六把野駅と北大社駅（現北大社信号場）とを統合し、両駅の

中間地点である県道 142号線沿いに2005年（平成 17年）3月26日に新設開業した。 
東員駅の開業によって、従来、北大社駅で行っていた北勢線全域の管制業務、および、

西桑名駅で行なっていた運転業務（運転士兼車掌関係の現業区：近鉄時代の塩浜列車区西

桑名分室）は東員駅に統合・移設された。駅舎は三岐カラーの外装の 2 階建てであり、駅
員は終日、常勤である。駅舎 1階中央部分には空調設備の整った待合室と駅舎 1階東側部
分の改札内には多目的トイレと男女別トイレが、駅舎 1 階西側部分に運転司令室が設けら
れ、2階は駅・乗務員宿舎等となっている。この運転司令室では北勢線全域の管制業務（全
線の信号制御指令・全駅の集中監視〔西桑名駅はカメラ監視〕・全踏切の集中監視・変電所

の監視・列車無線業務・風向風速計〔関西線跨線橋・東員駅・山田川橋梁の 3 箇所〕の監
視）を行っている。 
駅前ロータリーは車の停車スペースが備えられ、車で駅に送ってもらい、電車を利用す

るキスアンドライドが可能となっている。また、この駅前ロータリーには東員町のコミュ

ニティーバスのバス停、タクシー常駐スペース（1 台）も設けられている。駅前ロータリ
ーの西側には 81台分、駅舎北側には 43台分、合計 124台分の無料駐車場が設置されてお
り、車を駅に止めて電車を利用するパークアンドライドも可能である。駅前ロータリーの

東側には 144台分の無料駐輪場がある。駅としての施設規模は北勢線随一の充実ぶりであ

第１９回北勢線の魅力を探る 
「再発見！魅力ある北勢線沿線 東員駅～楚原駅」 

参加者：１０１名（内子ども１名） 
協 力： ふるさといなべ市の語り部の会、奥岡新次郎 
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る。（後日、東員駅で北勢運転区長の嶋さんにヒアリング） 
東員駅から大泉駅方面に約 500m先に北勢線の変電所と北大社車庫がある。北大社車庫
は昭和 45 年（1970）に桑名駅前市街地再開発事業が決定され、当時、車庫があった西桑
名駅が移動するのに伴い、昭和 52 年（1977）5 月、この地に車庫は移された。昭和 6 年
（1931）7 月、北勢線が電化されたときに変電所が設置され、その後も運転司令所が置か
れるなど運転の中枢であった北大社駅は、平成 17 年 3 月に廃駅となり機能は失ったが、
車庫への車両の出入庫のため、変電所と共に信号場として存続したものである。現在、車

庫の中では車両の点検や整備や月検査、年検査が行われている。現地では三岐鉄道の小林

さんから説明をしてもらった。 

   
北大社車庫到着            小林さん説明      北勢線見どころクイズ 

ここで、安全塔と書かれた銘板に置かれた車輪の前で「軌道幅クイズ」を行った。 
北勢線の線路幅（ナローゲージ 762 ㎜）の測り方である。問いは①車輪の両内側の距離、
②車輪の各突起部の各外側の距離、③車輪の各中心部の距離の三択とした。この場所には

車輪の下に線路がないので、実際には線路（軌道）を想像しながら答えなければならない

ので、応用問題的な難問だと思った。しかし、意外と正解者が多かったので、正解者全員

にあげようと思っていた「ラミネート製見どころ記念カード」は、手を挙げた全員に配布

できず恐縮してしまった。 
こんな企画は見どころを印象付けることにもなり、毎回参加の愉しみにもなるのではと

思った。次回も引き続き「見どころクイズ」づくりに挑戦したいと思っている。 

 
 

大木駅跡           西村 健二 

＜大木駅跡＞ 
 大正 3年（1914）4月 5日、大山田駅から楚原駅までの 14.5kmの区間で北勢鉄道が開
業しました。大木駅は開業と同時に停留所として開設されましたが、プラットホームはあ

りませんでした。その後、ホームが設置され利便性も向上しましたが、利用客は多いとは

言えず、昭和 19年（1944）7月 1日に戦争による電力事情の悪化のため稗田前駅・星川
駅・畑新田駅とともに休止されました。そして、戦後もついに営業を再開することはなく、
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昭和 44年（1969）5月 15日に 4つの駅は休止中の扱いから廃止へと変更されました。大
木駅の跡地は東員駅第 7号踏切のすぐ東隣で、線路北側に三角形の空き地がのこされてい
ます。今回訪れたときはちょうど踏切工事が行われており、作業の合間をぬっての見学と

なりました。 

   
    藤川で北勢線の電車とすれ違う                  大木駅跡を見る 

 
大木神社         西村 健二 

＜八幡神社の創祀＞ 
 大木神社は東員町大字大木字西屋敷 496番地に鎮座する大木地区の氏神です。主祭神は
品陀和気命（応神天皇）で、その他に伊邪那岐命、速玉之男命、事解之男神、豊受大神、

須佐之男神、久那斗神、大山袛神、天照大御神を祀っています。神紋は五三の桐と並び矢

を用いていますが、拝殿の屋根瓦には三つ巴が用いられています。 
 創祀は明らかではありませんが、もともとは大木字大鳥居前に鎮座し、八幡社あるいは

八幡神社といいました。古くは御旅所と３つの摂社、別当寺である員弁寺を擁する大規模

な神社でしたが、天正年間（1573～1592）に員弁寺とともに織田信長の兵火にかかって焼
失したため、社殿や由緒、祭式の古例を失ったといいます。その後は小さな祠を祀ってい

ましたが、元和年間（1615～1624）の初めに社殿が再建されました。宝暦 11年（1761）
には古社取調べに際して村社の許可を得たといいます。 
員弁寺の開基については諸説ありますが、そのひとつに猪名部氏から出た春澄善縄（797
～870）の子孫である員弁行経が出家し、浄源坊と称して開いたという言い伝えがありま
す。嘉禄 3年（1227）1月 15日と寛喜 3年（1231）1月 11日には藤原実重が参詣したこ
とが『作善日誌』に記されており、鎌倉時代初期に開かれたと考えられます。その跡地は

東員町山田の円光寺で、境内には今も柱石・礎石・経蔵輪蔵台石とされる石造物が残りま

す。また、東側に隣接する浄源寺の寺号は浄源坊の法号に由来しています。さらに東員町

山田の毘沙門堂本尊の毘沙門天像は員弁寺が焼け落ちる際に村人によって持ち出されたも

のと伝わります。 
 
＜八幡神社から大木神社へ＞ 
 明治 6年（1873）3月、八幡神社は村社に列し、明治 39年（1906）12月 25日には三



 4 

重県より神饌幣白料供進指定社とされました。明治 41 年（1908）8 月 8 日には摂社の熊
野社（山田（笹尾）城主青木駿河守安豊の鎮守と伝わる）・若宮社（大基御厨神明社）・天

王社（八坂神社）、御旅所の赤口神社（社護神社、歳迎えの宮）、山神社 2 社（字川戸・字
天皇前鎮座）、神明社を合祀（合祀日は資料により多少時期が異なります）し、同年 9 月
10日に合祀祭を行いました。拝殿の北側には山神社の石と「大基御厨天照大神 従是三丁
六間（約 340ｍ）」と刻まれた石碑（明治 21年（1888）4月建立）が並び、脇には大正 14
年（1925）7月に水谷喜代松が寄進した石造物の一部が置かれています。明治 42年（1909）
3 月には参詣者の利便性に配慮し、集落の中心にあたる旧天王社跡地である現在地へ遷座
して大木神社と社号を改めました。 
 この合祀を経て毎年9月5日には合祀記念祭が行われ、境内で相撲大会が開かれました。
拝殿には戦時中の相撲大会において奉納された 5枚の額が飾られ、うち 3枚には弓も添え
られています。ただし、奉納日を確認すると昭和 19年（1944）8月 14日などの日付もあ
り、相撲大会は必ずしも 9月 5日の開催ではなかったようです。 
 平成 20 年（2008）9 月 7 日、石垣光麿宮司、伊藤昭生氏子総代会会長、秋葉雅也自治
会長らによって合祀百年祭が挙行されました。百年祭に合わせて太鼓と鉦が新調され、拝

殿には祭礼関係者と寄進者の名を記した木額が奉納されました。 

  
  大木神社到着                          大木神社拝殿 

＜境内散歩＞ 
 正面の東側から神社に入ると、最初に大正 10年（1921）10月に近藤甚太郎が寄進した
石鳥居が参詣者を迎えます。近藤甚太郎は大正 13年（1924）4月に皇太子裕仁親王（後の
昭和天皇）と久邇宮良子女王（後の香淳皇后）の御成婚（同年 1 月 26 日）にあたって楠
30株を記念植樹しており、その記念碑（社司石垣静雄書）が境内北側の焼却炉脇に建てら
れています。近藤家は大木の旧家で、甚太郎は近藤定七・きよ小夫妻の三男として生まれ

ました。本名を重太郎といい、甚太郎は通称です。大木の富永米左衛門の長女ますを妻に
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迎えて四男三女をもうけ、昭和 3年（1928）4月 15日に 67歳で亡くなりました。大木墓
地には近藤家の大きな墓が 3基あり、北側の墓誌には甚太郎の曽祖父定治（文化 7年没）、
祖父甚六（天保 14年没）、父定七（大正 2年没）をはじめとした一族の戒名が刻まれてい
ます。南側は妻ますの実母富永とま（明治 2年没、八幡新田中村新左衛門の二女）の墓で、
九十九回忌にあたって昭和 43年（1968）4月に建立されました。 
 鳥居の傍らには大正 14年（1925）1月建立の「村社大木神社」と刻んだ社号碑が建ち、
鳥居両脇には 2 基の幟台が並びます。北側の幟台は奉納の文字が刻まれた古い石材を活か
して修繕されましたが、南側の幟台は平成 8年（1996）5月に新たに建てられたものです。
境内東側を巡る玉垣は昭和 7年（1932）8月に整備されました。 
 鳥居をくぐって進むと平成 8年（1996）10月に建てられた提灯屋形が立っており、拝殿
前にも同じものがあります。両脇には明治 13年（1880）5月建立の背の高い石灯籠があり、
境内では最も古い石造物です。櫓の傍らには神社由来を記した解説板（大木自治会・東員

町教育委員会設置）と、平成 3年（1991）8月に大木敬神婦人会が建立した祭神碑があり、
祭神 9 柱の名を当時の宮司石垣方寛が揮毫しています。提灯屋形をくぐってすぐの石階段
は大正 14年（1925）12月に大連市の小川定兵衛が寄進したものです。大連に関連する小
川家と言えば、大安町梅戸出身で中国に渡って大連醤油社長をつとめた小川慶次郎が想起

されますが、関係は分かりません。 
 階段を上った参道には 4 基の石灯籠と狛犬が並び、手前は明治 26 年（1893）5 月に中
村長三郎（南側）と四日市の寺田伊三郎（北側）、奥は某年（おそらく明治期）8月に木村
勘十郎（南側）と藤田久作（北側）が寄進したものです。木村勘十郎は大木木村家の 4 代
目にあたり、明治前後に庄屋を務め、大正 2 年（1913）7 月 7 日に 79 歳で亡くなりまし
た。木村家は宇多源氏佐々木家の流れを汲み、明法寺（大木 517番地）住職木村家や北大
社木村家とも同族といわれます。名前が判明する木村勘兵衛（延享 2年（1745）没）を初
代として、2 代勘三良（文政元年（1818）没）、3 代勘兵衛（明治元年（1868）没）、4 代
勘十郎、5代順一（昭和 43年（1968）没）、6代健二（平成 7年（1995）没）を経て、現
当主で 7 代目の木村稔氏へと続きます。藤田久作も代々庄屋を輩出した大木藤田家の出身
と考えられ、4 代目藤田久作方忠（明治 5 年（1872）没）か、5 代目藤田平太郎方義（明
治 33 年（1900）没）のいずれかにあたるのかもしれません。これらの石灯籠 6 基は八幡
神社の遷座とともに旧社地から移されたと考えられます。拝殿寄りに立つ狛犬は平成 15
年（2003）10月に中村藤一・政子夫妻が寄進したもので、南側は吽形で足元には子犬がお
り、北側は阿形です。台座が古いことから以前からあったものを新たに造り直したようで

す。 
 拝殿前の 2 段だけの石階段を上ると右手（北側）には「消防満期記念」と刻まれた昭和
3年（1928）10月建立の石碑があり、左手（南側）には大木集落センター（昭和 59年（1984）
12月 22日完成）と手水舎があります。石水盤は大正 14年（1925）12月に北大社出身で
後に衆議院議員となった木村秀興が寄進したもので、石匠は鈴木竹三とあります。竜の水
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口は昭和 63年（1988）錦秋に中村清治・近藤幸雄ら 10名の寄進によって後付けされたも
のです。 
 拝殿奥に八幡造の本殿があり、両脇には大正 9年（1920）1月に元若宮氏子中から寄進
された石灯籠が立ちます。南側奥には中世の五輪塔の石が多く並べられています。大木周

辺で見つかったものを集めたようです。 
 
＜参考文献＞ 
東員町史編さん委員会編 『東員町史 下巻』 東員町教育委員会 平成元年 
古瀬久次郎編 『員弁郡名鑑』 員弁郡名鑑刊行会 大正 14年 
本稿執筆にあたって東員町大字大木在住の木村稔氏に御教示いただきました。 
 
 

明法寺          水谷 一夫 

大木神社を出て、１０メートルほど西に歩くと明法寺である。既にご住職は本堂の扉を

開けて、私たちをお待ちになってみえた。そして、今回、わざわざお作りになった寺の略

縁起を一人一人に配って頂き、お寺の話を聞かせて頂いた。 

当寺は浄土真宗本願寺派、本尊は阿弥陀如来である。いわゆる「お西」のお寺で、すぐ

そばの真慶寺も「お西」であり、同じ村に同派のお寺が２軒並んでいるのは、珍しいこと

ではないか、というお話で始まった。 

   

明法寺到着                本堂              住職の説明 

当初、大木村道場という禅宗寺院で、青木駿河守の菩提を弔っていた。ところが永正年

間(１５０４～２０)に開基の順西が出奔して、寺宝などが散逸し、道場は荒廃した。大永

元年(１５２１)片樋道場（のち片樋村・教楽寺）から親子４人が移り住んだと寺伝に伝わ

る。さらに寺伝は（この頃の伝承は周辺及び関係寺院による異なるが）隆善は片樋村に、

祐善は北大社村に、教祐は南大社村の寺に住まわせ、善教が大木村道場を継承した。 

大永３年(１５２３)本願寺９代実如上人から六字名号一幅を授けられ、浄土真宗に改宗

した。翌大永４年、３間・２間半の本堂を再建した。６世善悦の時に４間四面の本堂を再
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建して、寺号公称と木仏御免を奏上し、延宝３年(１６７５)許可された。延享２年(１７４

５)８世善超の時、現在も平時の法要に使われている喚鐘（半鐘ともいう）が鋳造され、ま

た、宝暦１３年(１７６３)５間半四面茅葺きの本堂を再建した。寛政７年(１７９５)（一

説に安永７年(１７７８)ともいう）次の善利の時、太平洋戦争で供出した梵鐘を鋳造し、

鐘楼を建立した。文化６年(１８０９)１０世善応の時、本堂を瓦葺きに修復し、同１１年

に門を建立した。のち明治１４年(１８８１) 第１３世善龍の時、７間四面の現在の本堂を

再建した。その際、前の本堂は多度村説教場に売却されたと記録にある。 

 

眞慶寺          水谷 一夫 

明法寺をおいとまして、目と鼻の先の眞慶寺に着く。すでに本堂の縁側でお待ちになっ

ていたご住職から、お寺の歴史を聞かせて頂いた。当寺は浄土真宗本願寺派の寺院で、本

尊は阿弥陀如来である。青木駿河守一族の菩提寺として明応５年(１４９６)勝安によって

開基され、当時は天台宗であったといわれる。 

天文年間(１５３２～５４)聞西が念仏道場として再建、延宝４年(１６７６)３世明西の

時、西本願寺１４代寂如上人より寺号公称と阿弥陀如来木像が下付された。（なお、寺号公

称について、本山の記録には寛文３年(１６６３)と記載されている。）享保１６年(１７３

１)８世圓教の時、上宮太子・七高祖画像が、宝暦６年(１７５６)９世聞悦の時、宗祖真影

が下付された。なお、当寺には蓮如上人筆と伝えられる六字名号が安置されているが、そ

の由来は不明である。 

寄棟造りと伝えられている当初の本堂の建立時期を示す文書は残されていないが、天保

２年(１８３１)再建された５間半四面の本堂に再使用された内陣の紅梁などに１８世紀中

頃の絵様が認められ、さらに法宝物が下付された時期とも相応することから、本堂の創建

は１８世紀中頃とされる。その後、明治２０年(１８８７) 外陣を拡げるなどの大改修が行

われ、７間四面の本堂に拡張しました。なお、本堂前にあった青木駿河守の沓脱ぎ石と伝

えられている手洗い石は、現在、平成７年９月に再建された本堂の南側に、旧鬼瓦と共に

保存されている。 

   

眞慶寺到着            住職の説明         真慶寺の沓脱ぎ石を見る 

『東員町史・下巻』に「はや足慶法さん」と題した当寺と明法寺の本尊仏の由来が記さ
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れている。真慶寺の門徒に、毎朝欠かさず寺参りをする信心深い幸次という若者がいた。

穫り入れの済んだある日、幸次は本山へ亡父の納骨に出かけた。常人の２・３倍の早足の

幸次は京までの道法をさほど苦にすることもなく、その後は月に一度の本山参りを欠かさ

ず、だんだん旅慣れ、笠を胸に当てて歩いても笠を落ちなかったという。本山の管長は、

この熱心な信仰心に「慶法」という法名を幸次に下された。真慶寺と明法寺の本堂が再建

された年の暮れ、お参りを済ませて本山から帰ろうとした慶法は、管長から「新築した真

慶寺と明法寺の本堂に安置するように」と、２体の仏様を授けられた。これが両寺の本尊

で、前の仏様を頂いた慶法は、小堂を建てて安置し、大切にお祀りしたという。 

 

大木城址        水谷 一夫 

永禄年中(１５５８～６９)金井城主種村高盛の五男大木信盛が居城したが、織田信長に

降伏し、配下となった。天正４年(１５７６)滝川一益に不信をもたれ、伊勢長島城へ出頭

を命ぜられた。しかし、先に出頭した甥の金井城主種村秀信が城内で切腹させられたこと

を知り、信盛は途中から西国へ落ち延び、廃城となった。員弁川を南にした台地の端にあ

り、現在、土塁や堀が部分的に残り、壇も見られる。 

なお、遁走した大木信盛は肥後細川家の家臣となったと伝えられている。 

  
  大木城跡到着                   渡部さんの説明 

 
大泉東駅跡         水谷 一夫 

東員町大木からいなべ市員弁町東一色へと境界を知らぬ間に通り過ぎて大泉東駅跡に着

いた。ここでは北勢線に勤めておられた奥岡新次郎さんの説明を聞く。その説明を含めて

大泉東駅の歴史を述べる。 
大正３（1914）年北勢鉄道の大泉駅として開業した。のちにホームが２本となり、上下
行き違い駅となった。また貨物線も出来て、全部で３本の線路があった。この駅の所在地

は厳密に言うと、東一色地内であるため、大泉に東を加えて、「大泉東」と称するようにな

ったのは昭和６（1931）年７月８日である。即ち阿下喜まで全通し、電車化された日であ
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る。 
駅前には安藤運送店があり、貨物の取り扱いを行い、農業倉庫もあった。シーズンには

大木山への松茸狩りの客で賑わった。また梅戸方面からの客も多く、そのため駅付近は小

さいながらも商店街をなしていた。 
自動車が普及したため、北勢線では昭和４１年１０月１日に貨物の取り扱いを廃止した。

その後の昭和５２年１２月６日に行き違い設備を廃止し、ホーム１本、線路も１本のみと

なった。 
平成１６（2004）年３月３１日をもって当駅は閉鎖され、翌日には、近くに設けられた
大泉駅が営業を開始した。 

   
大泉農協倉庫の前         奥岡さんの説明         大泉東駅跡を電車が通過 

 

里正義の墓         西羽 晃 

大泉駅の東の踏切を渡り、暫く行くと県道に出る手前に東一色の墓地がある。その中に

里正義の墓がある。ここは西羽が説明する。里正義は明治１５（1882）年７月１４日東一
色で生まれた。東一色は佐藤姓が多いが、彼の家系が本家であるので、「佐藤」でなく「里」

を名乗ったといわれる。三重県立第一中学校（現津高校）をへて、東北帝国大学農科大学

（元札幌農学校、現北海道大学農学部）を卒業し、大正１０（1921）年に北海道帝国大学
の教授となった。同時に正三位を受けた。その後は研究者として、国際会議など海外にも

しばしば出張した。昭和２０（1945）年に大学を退官した。後に大洋漁業会社の下関研究
所に勤めた。研究書も多く出版している。 
 昭和３６年１月２８日墓地。生前に正三位以上を受けた文化人は桑員地方では居ない。

現在では子孫の方も遠方に移り、地元でも知っている人が少なくなっている。 

    
  東一色の墓地到着        西羽さん説明           里正義の墓 
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大泉駅へ向かう。よい天気です 

長宮駅跡         西羽 晃 

 大泉駅前の「うりぼう」には寄らずに通過して、つぎの目的地である長宮駅跡に着いた。

この駅はは大正３（1914）年北勢鉄道の駅として開業した。大泉神社の参道を横切る形で
北勢線が通り、駅が参道を分断している、非常に変わった駅であった。最盛期の昭和４８

（1973）年度の年間乗車客は 120,884 人であったが、平成１４（2002）年度には 26,367
人と減ってしまい、平成１６（2004）年３月３１日をもって大泉東駅と共に閉鎖され、翌
日に開業した大泉駅に移転した。駅名標が残されて立っている。 

  
   長宮駅跡到着               電車が通過 

 
 

金井神社           松岡 節子   

 長宮駅跡から西側一面は見通しの良い高台で、田園風景がひろがっているその先には 
鈴鹿山系を背景に集落があって、右手方には次の目的地、金井神社の鳥居が白く浮かびあ

がって見えています。金井神社へと一直線にのびる田園の道を歩く行列は、次第に前後に

長くなっている。１キロ程歩いて金井神社に到着した時、ちょうど神職さんからお祓いを

して頂くところで、追い着いた私達数人も急いで頭を垂れて仲間に入れて頂いた。参拝後、
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神社会館に入れていただいて、冷茶の接待を受けた。「あぁ冷たい」「生き返った」と皆さ

ん感激の様子。心のこもったおもてなしを受けて元気を取り戻したところで神職の種村睦
むつみ

さんの説明を聞かせて頂きました。 

   
 金井神社到着、お祓い       金井神社            種村宮司の説明 

 現在、高台に鎮座する金井神社は洪水で流されたので現在地に移ってきたと説明があり、

やはり創建時も、洪水や飢饉天災などが度々起きて、たくさんの死者が出たので、金井、

大泉、東一色の村人たちが承久３年（１２２１）皇大神宮 豊受大神宮を祀って祈願した

のがはじまりと伝わる神社で永禄年間（１５５８～７０）には兵火にあい焼失してしまい

貞享年間（１６８４～８８）の頃に廃社となってしまったが神社地が残っていたので、山

神社を祀っていて宝暦１１年（１７６１）再建の許可を得て復興されたという。境内社の

春日社はもとここにあった永源寺の鎮守社を明応３年（１４９４）頃、合殿として祀った

ものであり、金
かな

巌
いわ

神社は昔、地頭種村家の祈願社で金巌にあった社を移したもの。    

明治４０年には山神社、金刀比羅宮、火産霊神社、稲荷神社を合祀。境内は長尾堂稲荷大

明神の真新しい幟がはためき、鮮やかな朱色の鳥居が幾重にも連なった奧に農業や商売繁

盛の稲荷さんが祀られていて信仰の深さが偲ばれます。私達は次の目的地、了雲寺へ元気

に出発しました。 
 
 

了雲寺           伊藤 通敏 

 光明山と号する真宗大谷派の寺院です。ここでも一行は本堂へ上がらせていただき第 30
世住職である入野宣親さんのお話を伺った。 

   
了雲寺到着          住職の説明          プロジェクターを使っての説明 

 このお寺は今から約 700年前の正安２（1300）年初代了善によって天台宗の寺院として
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桑名に建立されたようです。建立後に美濃国吉里村（現海津市）に転じ、真宗の寺院とな

った。明治になって木曽三川改修工事のため立ち退きの止む無きに至り金井村の現在地に

移転した。明治 33（1900）年現本堂が完成し、本年、村の皆さんのお陰で鐘楼が再建され
ました。 
 このあと住職さんはこの地域に多い日紫喜氏と種村氏について、そのルーツを OHP を
使って説明された。その内容を要約すると、日紫喜氏については『伊勢輯

しゅう

雑記』に大泉郷

金井を「鐘
かな

鋳
い

」とした記述があって、この地域は鋳造業と関係があったと考えられる。こ

の地方の渡辺新兵衛という鋳工が、太閤秀吉の命を受けて鐘（京都方広寺の鐘か？）を鋳

造した。鐘は早朝に鋳上がり、陽の光を浴びて紫色に輝いた。豊太閤はこれを賛美して新

兵衛に「日紫喜」の氏を与えた。これが日紫喜氏の始まりであると伝わっている。 
 また、種村氏については諸説あるが石仏の種村氏の系図から解釈すると、近江の守護六

角政頼の三男高成が江州神崎郷種村の郷に住んて種村と名乗ったのが始まりである。その

子高盛は足利義昭に供奉し、信長に敗れた。この系図によるとその次男種村秀政が勢州に

進出して大泉郷に城を築いた。これが金井城と思われる。六角氏は十楽の津として栄えて

いた北伊勢に進出したかったのだろう。その後美濃の土岐氏侵攻の際には大木、多湖氏ら

と連合して撃退した（平子野の合戦）。しかし織田信長北伊勢侵攻の際に降伏、信長の配下

になった。そして秀政の長子秀信は長島城にて滝川一益に謀られ自害させられ、一族は城

を放棄して散々
ちりぢり

となった。秀政の四男信盛が石仏種村家の祖とされ、今は子孫が四日市、

名古屋等に在住されている。 
 

畑新田駅跡         伊藤 通敏 
 
 了雲寺を出て狭い県道９号線を北へ、北勢線の踏切が見えてきた。この踏切の西側が畑

新田駅の跡である。ここでまた先の大泉東駅跡の説明をされた奥岡さんの出番である。奥

岡さんの説明によるとこの駅は大正３(1914)年の北勢線の開通と同時に開業しました。線
路の北側に上屋があり、車両２～３両分の長さのホームがあった。貨物用の側線もあり、

近くの和田運送店へ引き込まれていた。当時は多度の美鹿方面からの利用客もあったが、

戦時中の昭和 19年７月に電力事情から休止となり、そのまま昭和 44年５月に廃駅となっ
たということです。 

    
 畑新田駅跡到着、電車通過     畑新田駅跡           奥岡さん説明 
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石仏墓地         伊藤 忠 

畑新田駅跡をあとに一行は隣の石仏墓地に到着､予定が遅れているため取り急ぎ説明に

入りました。 

石仏区は北金井、大泉新田、畑新田､下笠田の一部から成っています、石仏いう大字名で

昭和になってから独立しました行政区です、ですから土地台帳はほとんどが旧字名です。 

墓地左側にやや大きめの3基の輪塔と小ぶりの輪塔1基が祀られていました。この輪塔は、

美濃の城主､土岐持頼(頼貞の孫)と金井城主種村氏と２度、２代にわたり戦って種村氏が勝

ち戦死者を祀った墓が､各地に散在していたのを、この墓地に合祀し､石仏像を建て、祀り

ました、南無石仏像の高さは１ｍ５０､台座は２ｍあり私達をやさしく見守っていました。 

となりに次の様な解説文（看板）がありました。 

     伝説 

「大永２年（１５２２）春美濃の国城主土岐大膳太夫は金井城主種村弾正左衛門攻撃に際

し､土岐軍敗れ､玉手の森に（今の石仏）に逃れ切腹して打ち果てたり｡土岐大膳太夫の嫡子

掃部輔は父の仇を報ぜんとして、三千五百の兵を率いて金井城主種村弾正左衛門嫡子千代

次を攻めたるに、遂に父の仇を報じ得ずして、同じくこの地にて打ち果てぬ。天文年間（１

５３２～１５５５）、五輪塔の石仏を建て、土岐氏父子の霊を祀られしものなり。 

昭和３４年４月、石仏発展会の南無石仏の仏像を建立なして、五輪の塔の霊を合祀したる

ものなり。毎月会員が相寄り、供養を継続している。」 

この様な説明看板が建てられていました。取り急ぎ真養寺さんへ向かいました。 

＊土岐頼貞（持頼の祖父）は足利幕府より美濃､尾張､伊勢の初代の守護職を命じられてい

ます、土岐頼貞の妻の供養塔（南北朝時代の宝筺印塔）が北勢町東林寺にあり員弁町に明

知川と言う川があります（美濃には明智庄がある）、頼貞の頃には、領土がこのあたりまで

あつたのでは無いでしょうか？？  

     
  石仏墓地到着               筆者説明       輪塔 

 

真養寺          岡本 浩平 

 石仏墓地で「ふるさといなべ市のかたり部」伊藤忠さんの説明を聞いたあとは、最後の

ポイント真養寺である。平成１５年に再建された鐘楼門をくぐって本堂に上がらせていた
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だく。再建前の鐘楼門には左甚五郎の一番弟子の手になる一対の虎の彫刻が据えられてい

たそうだが、現在はレプリカが据わっている。そのため、我々の企画に合わせて本堂内に

飾ってもらってあった。１５代住職、大橋恵眞師が寺の由来を語ってくださった。 

 天正２年（１５７４）に近江・番場（現滋賀県米原市）の時宗の蓮華寺の僧・麟龍がこ

の地に隠居して建立した。元和７年（１６２１）、３代・蟠龍の時に真宗に改宗した。寛

永１３年～１６年（１６３６～９）大泉新田開発に伴う笠田溜池築造工事の頃、桑名藩主・

松平定綱が溜池で舟遊びした時に当寺を定宿にし、門信徒の工事の功績を称え星梅鉢の紋

を賜ったという。 

 天和２年（１６８２）東本願寺常如上人から真養寺の寺号を賜った。５代・円海が上石

津（現大垣市）の大橋唯願寺から入山して大橋唯願寺の井桁の紋を裏紋とした。 

 一昨年、ご住職のご子息の大橋唯願寺への養子縁組みがまとまり、２７代住職として入

山されたとのことで、大変喜んで話された顔が印象的であった。 

 先々代の住職が庭園を整備されたそうで、拝見させてもらった。広くはないが、落ち着

いた感じの庭園で、本堂と庫裏を結ぶ渡り廊下が庭園をまたぐ石橋となっており、素晴ら

しかった。 

 好天に恵まれた企画もすべてが終わり、来春の再会を約して解散。本堂をお借りして弁

当を使い、楚原駅へ向かった。 

   
真養寺鐘楼門        住職の説明            虎の彫刻 

 

庭園と石橋 
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