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楚原駅から ねじり橋へ      伊藤 通敏 

  

前日は風雨で開催が心配された今回のウォークであったが、朝になってみると天候はす

っかり回復し、絶好のハイキング日和に思われた。９時０６分桑名方面からの電車が到着

すると狭い楚原駅前は参加者で溢れ返った。７９名の参加だそうである。 

 近藤代表の挨拶の後、一行は「ふるさといなべ市の語り部の会」会長伊藤忠さんを先導

にいざ出発。楚原の街並みの中を西進、員弁西小学校の前を４年前第 12回のウォークの

際に立ち寄った「東光寺」方向に入ると人家の空き地に真新しい石碑が見えてきた。この

辺りが下笠田城跡である。 

   

 楚原駅を出発                   多湖本家屋敷跡 

 

下笠田城跡 

 石碑には「多湖本家屋敷跡、家祖 多湖實元、天正18年（1590）没後平成13年（2001）

春にいたる四百有余年の間 ここに多湖本家代々の屋敷ありき」と刻まれている。 

 『員弁町史』等によると、下笠田城は南北朝時代に多湖刑部左衛門がこの付近を押領し、

代々居住して付近に大きな勢力を持っていたが、永禄年中（1558～1570）に城主の多湖大

蔵介橘実元(ひろもと)は織田信長の侵攻に服したようである。江戸時代には多湖家は村庄

屋となり、城跡を宅地として現在も続いているらしい。 

 この石碑の裏面には、現在の多湖家当主が大正９年から平成 13年までこの地に建って
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いた屋敷の系譜を記している。それによると当主の父親は戦前に山梨県知事を務められ、

戦後も名古屋国際ホテル社長など中京実業界で活躍された故多湖実夫氏で、名古屋へもこ

の屋敷から通勤されていたようである。 

 

めがね橋 

 石碑の見学を終え、丘陵を南へ下って麓の道へ出た。丘陵の裾に沿って西進すると田圃

の中に３連のアーチ橋が見えてきた。この橋は北勢線の撮影ポイントとして鉄道ファンに

は有名な場所である。 

 この橋は今から約 100年前の大正５年（1916）の北勢鉄道の楚原から阿下喜東（後の六

石）まで延伸の際に作られたコンクリートブロック・アーチ橋で、正式には「明智川穹窿

橋(きゅうりゅうきょう)」と言い、穹窿とは弓形のことである。全国に数多く存在する眼

鏡橋の中でも大変珍しいコンクリートブロック製のアーチ橋であり、次のねじり橋と共に、

平成21年（2009）に土木学会の選奨土木遺産に認定されている。 

  

 めがね橋                   ねじり橋で説明する二井さん 

 

ねじり橋  

 めがね橋から田圃の中の道を丘陵の淵を流れる六把野井水に沿って林の中へ入っていく

と奇妙な形をした橋に出会した。これが「ねじり橋」である。ここで「ふるさといなべ市

の語り部の会」の二井靖呼(やすこ)さんから説明を受ける。 

 この橋は正式には「六把野井水拱橋(きょうきょう)」と言い、拱橋とはアーチ橋のこと

である。先のめがね橋と同様コンクリートブロックのアーチ橋である。ただし鉄道が六把

野井水を斜めに跨いでいるため、ブロックはねじれたように積まれている。下から見上げ

ると沢山のブロックで構成された壁面の微妙なカーブが美しい。この橋も先の「めがね橋」

も設計したのは地元の多湖英一という腕の良い大工さんで、施工は久米村坂井（現桑名市
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坂井）の郡竹治郎である。北勢鉄道の開通当時は、ちょうど第 1次世界大戦中で鉄材が不

足しており、鉄筋を使うことができなくてコンクリートブロックで作ることになったらし

い。この橋は崖の下にあり、外からはあまり目に付かないので、今まで鉄道ファンにも

「めがね橋」ほどは知られていなかったそうである。橋の側面には「土木学会選奨土木遺

産」という真新しいプレートが取り付けられていた。 

 

 ねじり橋を通過する北勢線 

 

 

覚通寺から上笠田駅跡・事故現場     水谷 一夫 

 

ねじり橋で説明を聞いている間、ちょうど西桑名行きと阿下喜行きの電車が２回、橋を

通過するのを下から眺めて、ちょっとラッキーな気分でコースを進めて明智川を渡る頃に

なると、空模様が妖しくなって風も出てきました。 

国道４２１号の下を潜ると上笠田に入ります。やヽ行列の長くなった一行が、花の散っ

てしまった桜が迎えてくれる覚通寺に着く頃になると、細かい雨が降り出してきました。

本堂に入れて頂いて「ふるさといなべ市語り部」の太田一隆さんから覚通寺について話し

て頂きました。 

   

覚通寺の桜                 覚通寺本堂 
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太田さん、１０年程、郷里から離れていて、最近、帰郷して地元のことを勉強しようと

思っていたところ、（隣の伊藤会長を指して）この人に引っ張り込まれて、語り部になっ

たこと。そして着ているユニホームの手を左右に開いて「今日が“語り部”初舞台で、こ

の服も今回始めて着ました。」など、飾り気のない自己紹介に一同は大笑いでした。 

  

 説明をする太田さん           山門脇の二輪車 

 

覚通寺 

龍花山覚通寺の宗派は真宗大谷派、本尊は阿弥陀如来です。 

嘉吉３年(１４４３)、前年９歳で足利幕府の７代将軍になった足利義勝が急逝し、弟の

三春（のち義政）が家督を継ぎました。宝徳元年(１４４９)、義政は元服して将軍に就任

しましたが、政治に関心がなく、奢侈を好んで土木工事を盛んに行い、幕府財政を窮乏化

させ、在職２５年間に１３回も徳政令を濫発するなど乱脈な政治を行いました。 

家臣の三浦清経は、主君義政の際限のない奢侈や怠惰を見かねて、再々に亘って諫言し

ましたが入れられず、このままでは主家が永続し難いことを悲歎してその職を辞しました。

その後、三浦清経は各地を転々ののち、文明２年(１４７０)、当地に落ち着いて出家、得

度して一宇を建立し、源明と号して隠棲しました。これが覚通寺の始まりで、当時は真言

宗でした。 

本願寺第８世蓮如上人がこの地方を巡錫の際、上人に帰依して真宗に転じ、信弥坊静真

と法名しました。天正５年(１５７７)兵火に罹って堂宇が悉く焼失して、寺什・史料の全

てを失い、創立以来の寺歴の詳細は明らかではありません。 

寛永１６年(１６３９)本堂を再建しましたが、天保７年(１８３６)火災に遭って全焼し、

その後、再建されました。のち大正１１年(１９２２)にも再度焼失しましたが、寺檀協力

して再建しました。当寺は「笠田の坊」とも称される大刹で、本尊の阿弥陀如来は恵心僧

都作と伝え、信証坊に下賜されたものです。 

本堂は大正１１年の火災により焼失後、昭和５年(１９３０)４月に再建。その時、材木

の運搬に使用した二輪車が山門脇に残されています。その山門は大正８年(１９１９)４月

に再建されました。なお、戦時の供出にあって昭和２２年(１９４７)再鋳された梵鐘が懸

かる鐘楼は安政２年(１８５５)の建造です。（平成３年２月発行『員弁町史』より） 

なお、当寺には中興開山の信證房浄真に関して、「鎌倉時代の武将、三浦義明の子孫で、
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元和元年(１６１５)大坂夏の陣ののち、この地に避難した。寿量院（のちの本統寺）を訪

ねて弟子となって剃髪し、信證房と改称する。寛永１６年秋、本堂を建立し、寿量院に安

置されていた木仏尊像を遷座して、朝夕専修念仏を怠らず。正保４年(１６４７)３月１２

日遷化、享年６６。」と記された文書が伝来しています。 

 

上笠田駅跡 

大正５年(１９１６)８月に楚原駅から阿下喜東（のち六石と改称）駅まで延長された時、

上笠田と麻生田に停留場が設けられました。その後、上笠田駅は昭和５３年(１９７８)９

月に無人化となり、平成１８年(２００６)４月に廃止されました。 

   

 上笠田駅跡周辺           事故現場で説明する太田さん    当時の新聞記事 

 

事故現場 

昭和３２年(１９５７)１１月２５日、上笠田駅と麻生田駅間の下り勾配Ｓ字カーブで上

り電車が脱線転覆して、死者３人、多数の重軽傷者を出す事故がありました。 

８時１０分頃、登校する員弁高校生たちで満員の阿下喜駅発桑名京橋駅行きの電車が、

上笠田駅の西５００メートル程の所で脱線転覆し、うち２両は３メートル下に転落しまし

た。死者は何れも員弁高校生で、２人は現場で即死、後日に１人が亡くなりました。重軽

傷者は１７２人におよび、員弁高校では全校生徒の２０％以上に当たる１４０人余が被害

を受けました。 

当日の中部日本新聞・夕刊には「痛ましい通学電車」の見出しに続き、「かなりのスピ

ードで走っていた電車が急ブレーキをかけたため中央２両目が浮き上がって脱線、マクラ

木に車輪を引っかけて転覆したためか、２両目の車輪は完全にすっ飛んで事故の激しさを

物語っていた。ススキの葉を押し倒し稲田の上にグッとつきだしたパンダグラフ、マクラ

木は３０メートルにわたってもぎ取られ、２本のレールはわずかに平行線を保っていた。

（中略）秋晴れに恵まれた連休を心ゆくまで楽しんで元気に登校した息子、娘たちがあっ

という間に事故の犠牲になったのだ。」 

当日はバスによる代行運転が行われ、翌２６日午前１１時１１分上笠田発阿下喜行きか

ら開通しました。なお、その後、このＳ字カーブを修正する工事が行われ、昭和３５年
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(１９６０)１０月に短絡線が開通しました。（西羽 晃著『北勢線９０年小史』より） 

やや本降りになった雨の中、転覆した電車に乗っていた山北さんたちから事故当時の話

を聞き終えた一同は、傘を差しながら次の目的地、麻績塚（久保寺）に向かいました。 

 

 

久保院・麻積塚古墳         西村 健二 

 

＜和波久保墓＞ 

ねじり橋のすぐ東側、いなべ市員弁町下笠田の西墓地に和波久保（1879～1896、ひさや

す）の墓があります。この墓に眠る和波久保こそ久保（くぼ）院開基の契機となった人物

です。大正 7年（1918）9月に建てられた墓碑の正面には「和波久保之墓」、側面には両

親である和波久十郎（1852～1919）・楽子（1854～1918、松宮周補の娘、良久子）、もう

一方の側面には早世した兄妹 4人（長兄保、俗名記載のない姉（釈尼貞信）、久保、妹み

さゑ）の法名が刻まれています。 

両親の法名については「静観院久成 和波久十郎 嘉永五子八月十日生 行年六十八歳 

大正八未八月三日死」「釈尼証智 同楽子 安政元寅十二月二十六日生 行年六十五歳 大

正七午十月九日死」とあり、墓碑建立後に追刻されたものと思われます。 

 

＜久保院参道＞ 

久保院は小高い丘陵上にあり、南北 2ヶ所の参道があります。南側の参道入口には「久

保院 名所旧跡 八十八ヶ所 麻績塚古墳」と記した案内板と、昭和38年（1963）2月に

渡辺照一が寄進した「和南山久保院 新四国八十八ヶ所霊場」と刻んだ標柱が建てられて

います。なお、北側の参道入口には「清少納言ゆかりの久保院」と記した案内板がありま

す。 

   

 久保院参道             新四国八十八ヶ所霊場      説明する伊藤忠さん 

 

＜和波久保之碑＞ 

 「久保院」の号は和波久保に由来し、境内には和波久保之碑が建てられています。久保

は明治12年（1879）10月21日に員弁郡笠田村の旧家和波久十郎・楽子の二男として生ま

れ、笠田学校・笠田尋常小学校・員弁高等小学校を経て三重県尋常中学校（現在の三重県
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立津高等学校）に入学しました。同校4年（旧制中学校は5年制）在学中の明治29年（1896）

に久保は悲劇に見舞われます。同年 7月 19日午後 9時、夏休みで伊賀に帰郷する友人ら

19人とともに荒れ狂う雨の中を伊賀に向けて徒歩で津を出発しました。伊賀街道を進む途

中、津市片田志袋で一人が引き返し、残る 19名の一行は個人宅や学校で休息をとりつつ

危険な旅を続けました。翌 20日に伊賀市川北を過ぎたところで一人と別れ、ようやく午

後8時に伊賀市上野紺屋町の友人神田赫郎宅に到着しました。久保は神田家で2泊して身

体を休めました。 

7月22日午前10時30分、久保は再び友人水谷重忠と二人で高野山を目指して旅立ちま

した。同日は島ヶ原・月ヶ瀬・北大河原と笠置街道を進み、笠置の大津屋千代方に宿泊。

この宿はかつて修学旅行で訪れた想い出の宿でした。23日奈良、24日五条に宿泊し、25

日午後9時に高野山の宿坊龍泉院（和歌山県伊都郡高野町高野山647番地）に到着しまし

た。久保の「紀州高野山ニ詣スル紀行」には「員弁郡ノ管タル中性院（同 428番地）ニ着

カス」とあることから、高野山参詣時は地域ごとに指定の宿坊があったようです。翌日は

境内を巡り、「熊谷敦盛ノ墓明智桑名亀山ノ墓等」を見学しています。27日は吉野川を船

で下って和歌山に宿泊。28日には和歌山港で問題が生じます。津行きの船賃が一人1円60

銭のところ、二人の所持金は2円80銭しかなかったのです。結局は再度徒歩にて郷里を目

指すこととなり、その間は野宿したようです。久保が帰宅したのは8月1日午後7時のこ

とでした。この高野山旅行は若さゆえに可能な強行軍でしたが、以前に空海の伝記を読ん

で感銘を受けていた久保にとっては、高野山参詣は宿願でもあったようです。 

 高野山から戻って間もない8月13日、無理がたたったのか久保は体調不良を訴えます。

病状は一向に快方に向かわず、ついに9月8日午後7時に息を引き取りました。18歳とい

うあまりにも短い生涯でした。法名は釈教泰と久保院教泰信士。 

和波久保之碑は明治 31年（1898）11月 2日に建立され、碑文は日本初の文学博士で後

に大谷大学学長となった南條文雄（1849～1927、号碩果・松坡）が撰し、書は津出身の書

家市川進が筆を執っています。石碑の背後には 3基の墓があり、東側から妹みさゑ（1883

～1887、釈尼貞閑）、兄保（1874～1874、釈耕教）、久一郎の妻ひさ子（1845～1892、静

証院尼妙義信女）のものですが、保の墓は割れて地に伏しています。 

  

 久保院                   和波久保之碑 
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＜和南山久保院＞ 

 久保院はいなべ市北勢町麻生田字南山の和南山と号する真言宗寺院です。久保が亡くな

った翌月にあたる明治 29年（1896）10月、父久十郎は久保の供養のために麻生田に堂宇

を建立しようと起工し、霊堂・庫裏・土蔵・仮本堂・書院などを設けました。ここに明治

30年（1897）8月に石榑村の梅山某が所持していた阿弥陀如来像を譲り受けて祀りました。

もともとは多賀大社（滋賀県犬上郡多賀町多賀 604番地）の別当寺に安置されていたもの

で、明治維新の渦中で藤原岳のすぐ西側に位置する茨川（滋賀県東近江市茨川町）の樵の

手に渡り、さらに梅山某がこれをもらい受けたと伝わります。多賀大社の別当寺は明応 3

年（1494）開基の不動院（現在は滋賀県犬上郡多賀町敏満寺178番地）で、明治4年（1871）

5月に多賀大社社家が付近の住民とともに不動院とその下にある般若院・成就院・観音院

に乱入したと地元に伝わっています。同年6月1日に多賀大社が氏子に「本尊」「脇立仏」

「四天王」「普賢菩薩」「毘沙門天」などを譲っており、真如寺（滋賀県犬上郡多賀町多賀

660番地）では不動院にあった木像阿弥陀如来坐像（国指定重要文化財）を多賀大社の本

地仏として保管しています。久保院の阿弥陀如来像は不動院の本尊とは別の阿弥陀如来像

だったのか、あるいは般若院などの所蔵するものだったか明らかではありません。 

明治 31年（1898）2月 17日には岡山県浅口郡西阿知村（現在の岡山県倉敷市）の善明

院を移転する形式をとって寺号を公称することが許されました。同年9月8日には和波鉱

太郎と大川嘉蔵が寄進した大師堂において善明院の遷座供養式を催しました。善明院の薬

師如来を引き続き本尊とし、住職には初瀬祐海、護持法主には良惇（後に 2世住職）を招

きました。明治35年（1902）3月21日には仁和寺から弘法大師像を授かり、3月30日に

大師堂への入仏遷座式を行っています。 

   
阿弥陀如来像      薬師如来像              弘法大師像 

 

明治 39年（1906）4月 7日、四国八十八ヶ所の土をもらい受けて新四国八十八ヶ所霊

場を設け、真言宗御室派管長で仁和寺35世門跡の泉智等（1849～1928、後に真言宗高野山

派管長・種智院大学総理・高野山大学総理）を招いて開眼供養式を執り行いました。境内

には八十八ヶ所霊場の石碑や小堂が設けられ、それぞれが地元住民や血縁者の寄進による

ものです。中には東員町北大社の木村誓太郎、北勢町阿下喜の稲垣専八などの名も見えま

す。 
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 翌4月8日には日露戦争における員弁郡出身戦没者143名の忠魂追吊（弔）会が開催さ

れました。この両日、大福田寺（桑名市東方）、大師寺（四日市市北納屋町）、遍照院（四

日市市東坂部町）、光明寺（四日市市泊山崎町）、福楽寺（鈴鹿市稲生塩屋）、仲福寺（津

市大里窪田町）、本願院（津市大門）、地蔵院（津市中河原）、密蔵院（津市大谷町）、

一乗寺（津市上浜町）、継松寺（松阪市中町）、常楽院（京都府相楽郡笠置町切山）、阿

弥陀堂（「尾州」）の各寺院住職らが一堂に会しています。同年4月13日には久保院開基か

ら式典までの一連の功労により和波久十郎は泉智等より表彰を受けました。 

 明治 41年（1908）9月 30日、記念誌『落桐余韻』が和波鉱次郎によって発行され、記

述の多くはこれを参考にしました。なお、境内には大正14年（1925）建立の汰海和尚之碑

がありますが、良惇の跡を継いだ住職でしょうか。現在は無住寺のため管理が十分でなく、

小堂は朽ちて碑も倒れているものがあり、地元住民による再整備が期待されます。 

 

＜麻績塚古墳＞ 

 久保院の境内には麻績塚古墳と呼ばれる 2基の古墳があります。1号墳は全長 43mの前

方後方墳、2号墳は直径 16mの円墳です。前方後方墳は珍しく、伝承によれば麻績氏の首

長墓で、神麻績連が被葬者とされます。『北勢町史』では邪馬台国と対立した狗奴国との

関連性まで言及しています。 

   

 ２号墳                    紀念碑 

 

＜紀念碑＞ 

 久保院の北側参道入口前には日清戦争における員弁郡出身戦没者を慰霊する大きな紀念

碑があります。明治 34年（1901）12月に建立され、碑文は員弁郡振武会会長横田鍬太郎

が記しました。石工は桑名市吉津屋町の石市根来市蔵です。ここで驚かされるのは陸軍大

将桂太郎（1848～1913）が揮毫していることです。桂は元長州藩士で、毛利家庶流の重臣

桂一族の出身です。後に内閣総理大臣、貴族院議員、従一位功三級大勲位公爵となって西

園寺公望とともに桂園時代を築いた元老です。昭和 54年（1979）12月、員弁郡遺族会に

よって大修理が行われ、合祀碑が建立されました。合祀碑の書は東員町北大社の猪名部神

社宮司石垣方寛、石工は大安町石榑南の石慶水谷秋です。それによれば西南の役から大東
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亜戦争まで2,005柱を祀っています。平成4年（1992）8月15日にさらに19柱を合祀し

ました。平成18年（2006）10月に周辺が整備されて石灯籠・石狛犬が建立され、平成20

年（2008）5月に員弁地区遺族会によって石玉垣が設けられました。 

 

＜参考文献＞ 

員弁町史編纂委員会編 『員弁町史』 員弁町教育委員会 1991 

多賀町史編さん委員会編 『多賀町史 下巻』 多賀町 1991 

北勢町史編さん委員会編 『北勢町史』 北勢町 2000 

和波鉱次郎編 『落桐余韻』 和波鉱次郎 1908 

 

 

神護山(しんごさん)萬笑院(ばんしょういん)から 

 大機山(たいきさん)山岡院(さんこういん)  伊藤 忠 

 

萬笑院 

小雨の中、萬笑院に無事到着、しばらくして法要に出かけられるご住職さんが、忙しい

合間に楽しい法話を聞かせて頂き､本堂において賑やかに雑談の中、昼食を全員頂きまし

た。 

当院は臨済宗妙心寺派に属し、御本尊は阿弥陀如来さんで仏像は恵心僧都の作と伝わって

います。当院の起源は１４世紀に龍象山萬松院と称え、天台宗の道場であつたと伝わって

います。 

   

萬笑院                  住職のお話 

 

文明２年(１４７０)妙心寺１０世景川(けいせん)大和尚の孫、紫衣勅許(しえちょっき

ょ)の高僧、春江(しゅんこう)大和尚によって臨済宗に改宗、開基されました。 

永禄年間(１５５８～１５７０)無住の為、妙心寺塔中(たっちゅう)南涌院(なんゆういん)

より、南果(なんか)和尚が看住されました。伊勢輯雑記(いせしゅうざっき)によりますと、

千種城主(常陸介忠治(ひたちのすけ ただはる))と萓生(かよう)城主(春日部大膳)が北勢

の地で争いがおこる寸前、伊勢の国司、北畠具教(とものり)が仲裁の労を萬松院の和尚に



 

 11 

要請、萓生(かよう)城中にて和睦し、おさまりました。 

天正１３年（１５８５）三重郡保々村の、大樹寺から当山中興せし文華(もんげ)大和尚

が来住､道徳の優る禅師にして代々の藩主の帰依するところとなりました、特に本多忠勝

公の信任厚く､立葵のご紋を拝領、折々城中にて、説法、禅門の聞法(もんぽう)に属し老

齢なりし、後年は殿中杖を許されました。当院には忠勝公の御位牌が安置されています。 

 本堂の半鐘には天和(てんな)３年･（１６８３）龍象山・萬松院とあり､古文書（１７０

１）には神護山・萬松院とあり、それ以後に萬笑院となつたと思います。 

現住職・２２世・元道(げんどう)宗薫(そうくん)和尚 

  

山岡院 

１２時４５分曇り空の中、当山自慢の野面積みの石垣、石段を下り麻生田の住宅の道を

次の目的地、山岡院(さんこういん)をめざしました。途中蓮如上人が行順寺に向かわれる

際に（１４４９）通られた山道を過ぎ、村のはずれにきれいに掃除された境内に、銀杏の

大木が私達一行を待っていました。屋根瓦に大機山の文字が書いてありました。 

山岡院は、臨済宗妙心寺派に属し、御本尊は薬師如来さんで嘉永年間（１８４８～１８

５４）以前からあった薬師堂を円道祖明尼が創建しました。明治３０年に陸前国桃生郡小

野村の山岡院を移転する形で正式な寺院になり、現在の本堂は明治３２年に建てられてい

ます。境内にはいつ頃から祀られていたか、解らないおごそかなお地蔵様が数体ご挨拶し

て下さり・・思わずおまいり致しました。 

現住職 ５世 雄峯(ゆうほう)博道(はくどう)和尚 

   

野面積みの石垣            山岡院                屋根瓦 

 

 

六石駅跡から阿下喜駅へ                西 羽  晃 

 

山岡院から坂道を上り、北勢線の踏切を渡ると、六石駅跡に着きます。今は跡形も判ら

ない状態になっていますが、大正５年（１９１６）８月６日に開業した北勢鉄道の駅で、

当時は阿下喜東と言いました。まだ蒸気機関車による運転でしたので、阿下喜東には機関

車を回転させる転車台、給水塔、石炭台、車庫などが設けられていました。終着駅として、

駅舎はもちろん、宿舎もあり、駅前は商店などもあり、賑わいました。大正１５年（１９
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２６）阿下喜～桑名間に他社のバスが開通しましたので、北勢鉄道としては阿下喜東と阿

下喜までは無料バスを走らせました。昭和４年（１９２９）ころには駅前から立田村古田、

中里村長尾、石槫村へのバスが１日２～３往復していました。 

開業当時の場所は高台にあって、阿下喜までは急こう配の下り上りがあり、蒸気機関車

の馬力では不足でした。阿下喜までの延長のため、高台を削り、切通しの中に現在の線路

が作られ、電化されました。 

 昭和６年７月８日に北勢鉄道は阿下喜東～阿下喜間の鉄道を開始させ、この時に阿下喜

東は六石と改称されました。 

 その後は北勢電気鉄道、三重交通、三重電気鉄道、近畿日本鉄道と鉄道会社の名前が変

わり、平成１５年（２００３）４月１日から三岐鉄道となりました。北勢線の合理化のた

め、平成１６年３月３１日をもって六石駅の営業は廃止されました。 

   

 第２回で絵付け体験をしたときのカップ 

 

六石駅跡から暫く歩くと、坂の上から視界が広がり、前面に藤原岳の雄大な姿が目に入

り、中腹には太平洋セメントの大きな工場も見えるはずです。しかし山は黒い雲が垂れ込

め、しぐれ模様です。眼下には阿下喜の街並みが広がっています。そして強風に向かって

下り坂を歩きます。さらに雨も降りつけます。傘も広げられないような状態ですし、身体

も飛ばされそうな強風です。目的地の阿下喜駅は目の前に見えるのですが、なかなか辿り

つけません。 

坂を降り切ると、風も当たらず、ほっとします。阿下喜駅構内にある軽便鉄道博物館の

運営は現在のところはっきりしていないそうです。外に出ている転車台などを伊藤忠さん

から説明してもらいました。レールには「ＣＡＲＮＥＧＩＥ １９１４」の陽刻があり、

アメリカのカーネギー製鉄で１９１４年（大正３）に作られたレールです。 

 阿下喜の町の中心は高台にあり、いったん下ってからまた登るのが困難なため、中心か

らやや離れた場所に駅が設けられました。員弁川に近いところで、川運との連絡も考慮さ

れたのです。昭和６年開業当時の駅舎が残っており、ホームの柱は上記のカーネギー製の



 

 13 

レールを利用していました。待合室の片隅には売店もありました。昭和初期の風情をたた

える建物であり、現存すれば登録文化財になってもおかしくない建物でした。しかし駅舎

は全面的に立て替えられ、平成１８年（２００６）１２月１日から使用されていますが、

風情がなくなってしまったと私には感じられます。 

 今回も事故なく無事に終了し、近藤代表の挨拶で解散しました。一部の方は阿下喜温泉

へ向かいました。私は足湯に浸かろうと思って行きましたが、足湯は廃止になっており、

残念でした。 

 

阿下喜駅へ向かう横を西桑名行が通り過ぎる 
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