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開催日： ２０１３年１０月１４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、北勢線事業運営協議会、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２１回 

寺前地蔵堂（木之本地蔵分院） 

目の地蔵ともいわれ、ここの井戸から湧き出る

水で目を洗うと、目の病気が治ったという言い伝

えがある。 

慈光院 （本尊の十一面千手観音菩薩） 

飯倉山を号とする臨済宗永源寺派の寺院。御本

尊は平安時代作られたと伝わる厳かな十一面千

手観音菩薩像です。 
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阿下喜駅から 寺前地蔵堂へ      松岡 節子 

  

昨日までの真夏を思わせる天候からうって変わって当日は爽快なウオーキング日和とな

りました。9時22分着の阿下喜駅に下車した時にはすでに阿下喜駅前広場は大勢の参加者
が集まっていました。今回の参加者 122名（内子供 3名）。遠く愛知、滋賀の県外からも
参加していただきました。近藤代表から第一回に散策した阿下喜に皆さんの協力で戻って

来ることが出来た 10 年の月日の変化を楽しみたい旨の挨拶の後、ケーブルテレビの取材
をうけながら緩やかな坂道を寺前地蔵へと出発しました。 

   
電車から降りる参加者         阿下喜駅             代表挨拶 

駅から北西へおよそ 400メートルと近いところにある寺前地蔵堂は阿下喜温泉の大きな
建物に遮られ、わかりづらい。阿下喜温泉の西側、赤神(しゃごじ)地区にある間口 1 間奥
行１間半ほどの瓦葺きの地蔵堂の中は二体のお地蔵さんが安置されていました。説明して

いただいたのは 10年前と同じ｢ふるさといなべ市の語り部｣の井後純子さんです。 
この寺前地蔵堂は眼病平癒で有名な木之本地蔵院（滋賀県長浜市・浄信寺）の木之本地

蔵尊の分身が江戸時代中期に安置されたのだと言われているそうです。由来は、明治末の

ある日のこと。見かけない人が寺前へ来てあちらこちら見まわした末、がっかりした様子

で座りこんでしまった。それを見た近くで耕作していた３人が「どうした？」と尋ねると、

その老人は藤原の人で、眼を患って木之本地蔵院に参詣した時「遠路はるばる御参詣なく

とも近くの阿下喜村寺前に当寺の分身が安置されてあるから、そこへ参詣されては」と住

職に言われて尋ねて来たけれど、地蔵さんも堂も見当たらない、との事です。深く同情し

た３人は手分けして雑草や笹をかき分け探したがどこにも見当たらない。疲れて腰を下ろ

し何気なく足元を見ると平らな石がある。まさかと思いながら掘り起こすと、それこそ探

し求めた地蔵さんであった。みんな喜び水で洗い清めて安置した。 
その後３人は何かの縁と、地主の西念寺に頼み、その地に小さなお堂を建てて安置した。

第２１回北勢線の魅力を探る 
「再発見！魅力ある北勢線沿線 阿下喜とふれあう」 

参加者：１２２名（内子ども３名） 
協 力： ふるさといなべ市の語り部の会、慈光院 
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そのことがいつしか伝わり、遠くからも眼病に悩む人が参詣し、参詣する人は絶えなかっ

たという。現本堂は昭和３３年に再建されたもの。清掃の行き届いたお堂の中には毎年２

月２４日の地蔵正月と８月２４日の地蔵盆に西念寺と相願寺住職を招き法要がおこなわれ

ていると由緒書が掲げてある。真新しい花が供えられ、かすかに線香の匂いが残る寺前地

蔵さんは今も大切にお守りされている様子が伝わってきます。堂脇に流れる浄水は一度も

途切れることなく流れているとの井後さんの説明に大勢の参加者は興味をもたれたようで

す。「出発しますよ」の声で促され次の目的地、西念寺へと向かいました。 
 
参考資料：「目でみる学区の歴史―阿下喜・飯倉・瀬木・小山」 
                    （昭和５９年 阿下喜小学校ＰＴＡ発行） 

   
  寺前地蔵堂            井後さんの説明  

 

          

西念寺              伊藤 通敏 
 

 寺前地蔵堂の見学を終え、阿下喜温泉裏の急な坂道を登って人家の中を数分歩くと立派

な石垣に囲まれたお寺が見えてきた西念寺である。西念寺は向日山と号する浄土真宗本願

寺派のお寺で、本尊は阿弥陀如来です。一行は三間向拝を持った大きな本堂へ上がらせて

いただき第18代住職の山内教嶺さんのお話を聞く。 

 寺伝によればこのお寺の開基は紀州雑賀衆の山北豊後守教尊という人が織田信長と石山

本願寺の争乱の際、丹生川上村に来て住み着き、小さな庵を建て正法寺と称し菩提寺とし

たところから始まる。天正の争乱ののち教尊は出家して正法寺の僧となり、のち堂を阿下

喜に移して寛永年間に現在の寺号に改めた。この庵らしきものが 30年ほど前、丹生川の

道路工事で発掘されたというので見に行ったら４間四方位の小さな建物跡であった。現在

の本堂は天保 13年の建築とされており、以前、本堂の縁側を張り替える際に江戸時代の

年号を記した古い材木が出てきている。 

 西念寺という名前のお寺は本願寺派のお寺15,000カ寺のうち48カ寺ある。最も多い寺

号は光明寺の 60カ寺で、それに次いで多い寺号である。西念寺という名前は親鸞聖人が

京都で成仏されるときに身近で最後までお世話をしていた僧が伊勢の西念坊という僧であ

ったのにちなみ、親鸞聖人の教えを守り広めて行くというところから付けられたとされる。 

 
井後さんが所属するサークル 

で作成した紙芝居 
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住職さんのお話の要旨は以上であった。 

  
  西念寺                  住職の説明 

 

 

市神さん              伊藤 通敏 

 

 西念寺の山門を出てすぐ北側の三叉路の正面に小さな茂みがあり石の鳥居が建っている。

ここが阿下喜の市神さんである。鳥居の貫(ぬき)の高さは低く、背の高い人は頭をぶつけ

そうである。鳥居に接するように屋形灯篭が建ち、左手の１坪ほどの石組みの上に小さな

社殿が建っている。ここで「ふるさといなべ市の語り部」の井後純子さんから説明を聞く。 

 この市神さんは阿下喜（本町）の商売繁盛を願って祀られた神社で、阿下喜は昔からい

ろいろの商家が立ち並び近村の生活の便を図った商業の中心をなした街である。江戸時代、

六斎市が開かれ本町から西町にかけて大層賑わった。六斎市とは毎月６回、３、７の斎日

に行われ、とりわけ７月７日と年末の大市は諸方よりの買物客で大いに賑わった。この市

神さんも江戸時代には本町通りにあったそうである。現在の社叢が狭いのは道路の拡幅に

よるもので、社殿の右手に御神石が祀られている。 

 現在も本町の市神さんとして３月23日（今は３月最後の日曜日）を祭礼の日としている。

その日には黒豆のおこわを二段重に詰めてお供えをし、禰宜さんを招いて祝詞を上げても

らっている。昔は屋形に提灯、鉦、太鼓で盛大に行ったそうである。 

  
    市神さん鳥居               市神さん 
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 本町通り 旧家稲垣邸あたり           西町通り 昭和の面影が残るまち 

 

 

大西神社            西村 健二 

 

＜大西神社の由来＞ 

 阿下喜の集落の最も西側に鎮座する神社で、大国主神の子である建御名方神を主祭神と

し、同じく大国主神の娘である下照姫命を祀ります。また、大山祇神・誉田別命・火産霊

神・須佐之男命・石神が合祀によって加えられ、合わせて 7柱を祭神としています。上木

（阿下喜）城主片山大和守（主計頭・平三とも）信保が、長野県の諏訪湖畔に鎮座する諏

訪大社（上社本宮は諏訪市、上社前宮は茅野市、下社秋宮・春宮は諏訪郡下諏訪町に鎮座）

を分祀したことにはじまり、その創祀年代は栞「大西神社」では弘治年間（1555～1558）

と推定しています。 

 一方で「神社の川流れ」という創祀に関する伝承が『北勢町風土記 資料第一集』に記

載されています。それによれば北勢町川原の丸山神社の前身にあたる祠が水害による崖崩

れで流失し、阿下喜の水田で発見されました。これを機に阿下喜にも分祀されて大西神社

と称したといいます。伝承によれば大西神社の社号は川原に多い大西姓に因むそうです。 

 創祀以降、長らくは諏訪大明神と称されていましたが、天保7年（1836）8月14日に社

号を大西神社と改めました。この際に下された文書の写しが社務所に掲げられており、神

道を司る堂上公家吉田家の当主吉田良長（1792～1840）の名が認められています。これが

契機となって天保11年（1840）8月には京都府京都市左京区に鎮座し、吉田家が神職を代々

継承している吉田神社の修築に際して金200疋を寄付しています。 

 明治40年（1907）10月23日、阿下喜村内に鎮座する山神社（境内社、大山祇神）・山

神社（字八幡洞鎮座、大山祇神）・八幡社（字八幡洞鎮座、誉田別命）・八天宮（字二俣

鎮座、火産霊神）・西之神社（字二俣鎮座、須佐之男命）・谷坂神社（字舞野鎮座、須佐

之男命）・切田神社（字鳥坂鎮座、大山祇神）・赤口神（字町鎮座、石神）を合祀しまし

た。『北勢町風土記 資料第一集』は明治40年（1907）3月に八天宮・西之神社・谷坂神

社、同年 11月に山神社・八幡宮・切田神社、明治 42年（1909）7月に赤神社を合祀した

と記述しています。 
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合祀した八幡社は、上木城の鎮守として鬼門にあたる艮（うしとら、北東）を守る位置

に鎮座していましたが、いつしか神事が絶えていました。その神事を嘉永 2年（1849）6

月 15日に再興したものが八幡祭です。明治 33年（1900）に京都で神輿を購入し、昭和 2

年（1927）には子供神輿も新調されました。しばらくは7月15日に行われていましたが、

昭和50年代に7月の第4土・日曜日に変更されました。平成15年（2003）3月3日 に

は北勢町指定の無形民俗文化財となりました。同年12月1日に合併によっていなべ市が誕

生したことから、現在はいなべ市指定無形民俗文化財となっており、毎年多くの参拝客・

見物客で賑わいます。その他の祭礼として4月第1日曜日の春祭、10月8日の秋祭、11月

23日の勤労感謝祭などが行われています。 

   

        大西神社鳥居          大西神社境内         嶋田宮司の説明 

＜境内散歩＞ 

 大西神社の境内は近年の整備によってその景観は整然としています。東側に向いた神社

の入口には文化 8年（1811）8月建立の大きな石鳥居が参拝客を迎えます。脇に立つ石灯

籠も文政 2年（1819）に若者中が建立した古いものです。その側には平成 7年（1995）7

月 7日寄進の幟台があり、その奥に大正 14年（1925）12月に島田栄次郎が寄進した社号

標柱（石工「政之助」とあり）が立っています。周囲の玉垣は氏子中が「昭和御大典」（昭

和3年（1928）11月10日）を記念して整備したものです。 

 入口左手には手水舎があり、井戸と手水石が並びます。手水石には藤田宗明が寄進した

鈴型の水口があります。入口右手には平成9年（1997）1月26日竣工の社務所が建ち、東

側には平成10年（1998）11月26日に梶の会（八日会世話人会）が長野県の諏訪大社を参

拝した際に譲り受けて記念植樹した梶の木がありましたが、最近枯死したことから、その

分け木が倉庫北側に植えられています。ちなみに大西神社の社紋は諏訪大社と同じく梶葉

紋を用いています。社務所の西側には明治11年（1878）3月寄進の手水石があります。こ

ちらは神職が本殿で神事を行う際に用いるもので、龍型の水口は以前手水舎にあったもの

を移しました。 

 大西神社の拝殿は平成4年（1992）7月12日に竣工式が執り行われました。拝殿前の狛

犬もその際に藤谷三六が寄進したものです。竣工に際しては神輿殿の脇に記念植樹が行わ

れました。幟台は昭和 9年（1934）1月に阿下喜町青年団が「皇太子殿下（現在の今上天

皇、昭和8年（1933）12月23日御誕生）御降誕記念」として設けたものです。 

拝殿の奥には左右各4基の石灯籠が並びます。一番手前は昭和38年（1963）5月建立で
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安藤新六の寄進です。二番目の石灯籠は元禄 8年（1695）建立で、境内では最も古い石造

物です。磨滅が激しく見た目には刻まれた文字を読み取ることはできませんでしたが、口

伝によれば合祀したいずれかの神社にあったものを移したそうです。三番目は寛政 11年

（1799）6月建立で、正面に「奉諏訪大明神」とあることから大西神社にあったものと分

かります。階段を上がった両脇には「社宮司」「御神灯」（某年12月建立）と刻んだ四番目

の灯籠があり、合祀した赤神社のものです。『員弁雑志』によれば「石灯籠六基銘文分リ

難シ此内三基ハ本郷羽場常光寄附也」とありますが、特定はできませんでした。 

本殿は貞享5年（1688、9月30日元禄に改元）に建てられたものでしたが、昭和34年

（1959）9月 26日の伊勢湾台風で倒木によって押し潰され、昭和 37年（1962）に再建、

翌昭和38年（1963）1月13日に上棟式を執行しました。 

 神輿殿は平成 12年（2000）7月 13日に竣工し、中には神輿と子供神輿、八幡祭に用い

る提灯、太鼓などが保管されています。壁面には嶋田功宮司が描いた 12枚の干支絵馬が

飾られています。境内南側には阿下喜各町と神社の 6区分された倉庫が建っており、その

西側の石積み工事は昭和50年（1975）1月に地元出身で杉山砂利（後の杉山コンテック）

創業者杉山和吉が行いました。 

  なお、宮司については大正 14年発行の

『員弁郡名鑑』に社掌として岩崎弥太郎（阿

下喜村役場書記）が記載されています。現在

の嶋田功宮司は北勢町田辺に鎮座する多奈

閇神社社家の出身で、昭和 52年（1977）に

大西神社の禰宜を兼務し、拝殿新築直後の

平成4年（1992）9月7日に宮司となりまし

た。本原稿執筆にあたって嶋田功宮司なら

びに氏子総代近藤幸友氏にご教示、ご協力

いただきましたので、ここにお礼申し上げ

ます。 

 

＜参考文献＞ 

『員弁雑志 上』 

古瀬久次郎編 『員弁郡名鑑』 員弁郡名鑑刊行会 1925 

北勢町風土記編集委員会編 『北勢町風土記 資料第一集』 北勢町教育委員会 1978 

遠藤干著 『員弁の歴史散歩』 員弁郡郷土史刊行会 1979 

三重県神社誌編纂委員会編 『三重県神社誌』 三重県神社庁 1993 

北勢町町史編さん委員会編 『北勢町史』 北勢町 2000 

稲垣晴彦・嶋田功編 「大西神社」 大西神社 2012 

西村健二著 『いなべ市史跡ガイドブック』 いなべ市教育委員会生涯学習課 2013 
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仏生山 相願寺          藤田 修士 

  

仏生山相願寺は天文年間（1532～1554）に創建され、当初は天台宗で開基は僧法正(ほう

しょう)と言われたそうである。貞享年間に真宗に改宗されたようである。 

阿下喜は永禄年間の織田信長の伊勢侵攻で焼かれ、さらに江戸時代に 3度の大火にみま

われた。特に文化５年（1808年）の大火は「阿下喜は酒屋以外全部焼けた」という猛火だ

ったそうで、相願寺も焼けたと思われる。そして寺の什器も寺宝も焼失したようで、古い

ことはほとんどわからないようである。現在の本堂は明治 29年に再建されたものである。 

14日当日はあいにくご住職は所要で不在であったが、坊守さんにご住職に代わって話をし

て頂いた。 

 「当山の宗派は真宗大谷派で、ご本尊は皆さんの前にお見えの木造の阿弥陀如来です。

当初は天台宗で開基は僧法正と言われたそうです。江戸時代の初めの頃に真宗に宗派が変

わりましたが、昔の事はほとんどわかりません。ただ、明治期後半に当時被差別部落と差

別を受けてこられた人たちが、この寺の門徒になりたいと願い出て来られました。以前か

らの門徒さんの中には当時の厳しい差別意識が根強くある中で、不賛成の方もありました

が、時の住職が「仏の前ではすべての人は平等である」と熱心に説かれ、不賛成の方々も

受け入れに同意され、現在ではお寺を支え、活動を支えておられるという事です。 

これが差別解消を目指して起きた全国水平社運動に先立っての話で、まさに素晴らしい

人権回復の運動でした。こののち、私どものお寺の住職は代々人権回復の運動に携わって

きました。」と大きなきれいな声で話され感動しました。 

相願寺を辞した一行は桐林館へと向かいました。 

  

                相願寺                  坊守さんの説明 

 

 

桐林館             岡本 浩平 

                                     

 相願寺を出て、すぐ近くにあるいなべ市の文化資料保存施設「桐林館」に着いた。「ふ

るさといなべ市のかたり部」井後純子さんの説明を聞く。 
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 この建物は阿下喜尋常高等小学校として昭和 12年に建てられた。

当時としてはモダンな建物で、周囲には桐の木が植えられていたそ

うだ。桐は成長がよく、子どもたちがすくすく育つようにとの思い

で植えられたという。小学校の校章は五三桐の紋で中央部に阿下喜

のイニシャル「Ａ」があしらわれており、しゃれたデザインである。 

戦後行われた学制改革で、昭和 23年からは阿下喜町外３カ村学校

組合立大和中学校の校舎となり、小学校は鳥坂に新築することとなった。昭和 25年に校

舎が完成するまでの１～２年間、３年生以上は藤原、治田各小学校に分散して編入され、

１、２年生は中学校の一部の教室を借りて授業を受けた。 

 昭和 35年北勢中学校が新築されたので、再び阿下喜小学校の校舎として復活したが、

昭和 56年には校舎が老朽化と手狭になり、小学校は現在の鳥坂野に新築され移転した。

この建物を取り壊すのは惜しいということで、３棟のうち玄関部分のある１棟の一部を復

元したもので、昭和59年に「桐林館」と名づけられて開館した。 

 校長室、職員室などが保存され、地域内で出土した土器、戦前の教科書、生物・鉱物の

標本、生活用品などが展示されている。中でも貴重なのは奉安庫が保存されていることで

ある。昭和の初めにすべての小中学校に下賜された天

皇・皇后両陛下の御真影と教育勅語を収めた金庫で、戦

前の学校教育を象徴する歴史遺産である。山郷尋常高等

小学校にあったものを当館の開館を機に移したのだそう

だ。戦後ＧＨＱ（連合国最高司令官総司令部）の指令で全

国の学校にあった奉安殿は解体されたが、校舎内に設置

された奉安庫は少数ながら残っているといわれている。 

 参加者にとっては、懐かしい生活用品などの展示に興

味深い思いをされたのではなかったろうか。私も、もっとゆっくり見学したいと思いつつ、

次の目的地・石神社に向かった。 

 桐林館は、ふだんは閉まっているが、希望者は平日ならば予約して見学することができ

る。申し込みは、いなべ市教育委員会生涯学習課(電話０５９４－７８－３５２１）へ。 
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石神社・慈光院          水谷 一夫 

 

 桐林館を出発した一行は、県道 5号を横断するなどして長くなって、左に藤原岳を見な

がら北へ進みました。この道、阿下喜の町中、北町地蔵の脇に立つ宝暦６年の道標「右か

いのみち／左当国二十八番くわんおん道」とある観音道で、古くは貝野川の河原を渡って

伊勢西国２８番霊場の地高寺に参詣したものと思われます。 

  

                              貝野川左岸を歩く 

貝野川左岸の堤防道に出て、県道

２５号の飯倉橋を渡って飯倉に入り

ました。途中、地蔵堂のある細い道

を進んで、すでに氏子総代の近藤さ

んがお待ちになってみえた石神社に

到着しました。（左図は明治26年11

月発行の2万分の1地形図「阿下喜」

です。） 

 石神社の祭神は、応神天皇・伊毘

志都幣（いひしつべ）神・豊受姫命・

火産霊神・大山祇神です。また、こ

の神社について、『員弁雑誌』に「産

土神社、地高寺の東に在り八幡宮と

云ふ。」と、『員弁郡郷土資料』には

「村社石神社、飯倉村字貝戸にあり、

祭神は伊毘志都幣神にして創立年月

日不詳なれども、本社祭神は出雲国

飯石郷に鎮座の飯石神社の神なり、

合祀の一座は豊宇気毘売（とようけひ
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め・豊受姫）神にして員弁郡式内十座の一なりとす。」とあります。これによれば天照大

神の第二の御子、天穂日命の御子である伊毘志都幣神が創立以来の祭神であり、後に豊受

姫命が合祀されたことになります。しかし、当社が延喜式にある石神社かどうかは、藤原

町石川の石神社と同様に確証はありません。 

   
     石神社              近藤さん説明         石神社の社叢 

 続いて近藤さんからアラカシ・ヤブツバキ・クロガネモチ・タブノキ・スタジイなど多

種の植物が混生する神社裏の山林、北勢町指定文化財の「石神社の社叢」を案内して頂き

ました。教育委員会の案内板には「この社叢は、ツブラジイ・カナメモチ・シャシャン

ボ・アセビなどを標徴種、区分種とする“カナメモチーツブラジイ群集”林であり、北伊

勢地方に残された典型的な常緑広葉樹林の姿をとどめ、学術上価値が高い。」とありまし

た。 

 石神社の社叢を見終わった一行は神社の西隣にある慈光院の境内に進みました。庭のつ

つじや生け垣は地元の人によって手入れが行き届いています。 

 飯倉山慈光院の本尊は十一面千手観音菩薩、三重県下唯一の臨済宗永源寺派の寺です。 

 大同年中(８０６～９)伝教大師がこの地に開基したと伝えられ、『阿下喜根元記』は飯

倉について、「当村には大伽藍にて飯倉山地高寺といえる天台宗の大寺あり。」と記して

います。付近には堂の下・大門・山伏塚・墓貝戸などの地名が今も残っています。 

天正８年(１５８０)織田信長の兵火に遭って諸堂は焼失して零落し、聖徳太子作と伝え

られる本尊（『勢陽五鈴遺響』には「本尊千手観音弘法大師彫作ト云」とあります。）は

雨露にたたずむ有様であったのを、寛文３年(１６６３) 阿下喜の見性寺（臨済宗妙心寺派）

の住職、虎岩宗仇和尚が飯倉の庄屋仁兵衛に庵室を建てさせて、弟子の益蔵主を堂主に置

き、堂下の下川原を開墾させて新田を拓き復興しました。その後も見性寺住職の達岩和尚

が弟子の忍蔵主とともに堂坊・庫裡を整えるなど次第に法煙も盛んとなりました。 

しかし、明治６年(１８７３)無住となり廃寺同然となったため、明治１１年に再興許可

を得て、臨済宗永源寺派の邃巌（すいがん）和尚によって慈光院と改称して、改派・復興

しました。その後も一村あげて再建に奉仕し、明治３０年(１８９７)藤原村本郷の旧家種

村氏から屋形を譲り受けて本堂を建立しました。その後、再び無住となり村の信徒により

説教場として廻り番で仏供米奉仕を続けて法灯を守っていました。 

昭和５１年春、滋賀県庁を定年退職された後、京都建仁寺で修行、得度された村田宗詢

師が住職となられて荒廃していた当山を復興されました。しかし、平成１２年２月に村田
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師が他界されてのち、一時期、奥様がお守りされていましたが、現在は飯倉地区の皆さん

によって守られています。 

当寺の西南１００メートルの丘上の墓地内には「□雪／□安禅定門・文明十年／正月廿

七日」とある宝篋印塔の基礎が残されています。 

宝篋印塔は中国で発生した経典供養塔で、写経した「宝篋印陀羅尼経」を中に納めて供

養する目的で建立され、後年は墓石として建立されました。この宝篋印塔にある文明１０

年（１４７８）は室町幕府８代将軍、足利義政の時代です。というよりこの１１年前、応

仁元年（１４６７）には応仁の乱が起こり、群雄が割拠して、その後１００年間続く戦国

時代が始まった時期でした。 

北勢町の宝篋印塔としては、県の有形文化財になっている川原の東林寺にある「貞和四

年二月日、浄心能因」と刻まれた宝篋印塔が有名です。「貞和４年（１３４８）」の「貞

和」は南北朝の北朝（京都方）の年号で、この年、楠木正行が四条畷で戦死しています。

「浄心能因」は美濃国の守護土岐頼貞の妻とされています。 

  

     墓地                        宝篋印塔 

 

 

龍興山 見性寺 ～ 阿下喜温泉     伊藤 忠 

 

北勢町舎前の会下溜(えげだめ）(通称見性寺溜)を過ぎ西側の参道から見性寺に到着しま

した。さっそく山門(東側)まで進み，再入場、安政７年（１８６０）再建の本堂にあがり

ご本尊にお参りをさせて頂きました。見性寺は臨済宗妙心寺派、御本尊聖観世音菩薩です。 

住職のご好意で家光公より拝領の、葵の御紋入の水差しと茶碗を、拝観させて頂き、た

くさんの参加者がカメラに収めました。 

住職より次のようにお寺のお話を聞きました。 

見性寺は文安６年（１４４９）僧知祐によって天台宗の寺院として開基されました｡延徳

３年（１４９１）上木城主片山大和守信保の菩提寺となりましたが，天正の兵乱で寺は焼

失しました。 万治３年（１６６０）になって尾張の禅源寺(ぜんがんじ）（稲沢市稲葉）

より虎厳宗仇(こがんそうきゅう）師を招いて臨済宗の寺として再興されました。虎厳和尚
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は３代将軍家光公の信頼厚く葵のご紋の着用を許され、寺紋も葵で、衰退していたお寺を

再興され、見性寺中興の祖です。 

大正４年から昭和５６年までのながきに渡り（戦時中は休会）一心会と言うユニークな

会が阿下喜の町衆により，見性寺で開講されました。 

名僧,高僧を招き、主として仏教説話などを拝聴する会が８月中頃、年一度三日～四日

の会期(世話役は当番制)で行なわれました。 

当時の記録から抜粋 

＊ 大正４年 方広寺派 管長 間宮英宗師 

＊ 大正１２年 鎌倉建長寺 管長 菅原 時保(ときやす）（通称 曇華(どんげ)さん、今

良寛） 吟龍虎嘯(ぎんりゅうこしょう)と揮毫された一幅は天下の名品で寺の宝として

大切に本堂に懸けられています。 

＊ 大西良慶師（興福寺管主、法相宗管長、清水寺貫主）昭和９年から４５年まで２６回の

ご来講いただきました。 

＊ 昭和１３年永井（釈）瓢斎(ひょうさい)師（文人論説家）「天声人語」の執筆者 

秋風や うつろごころを 吹きもする  瓢斎 

日中戦争の拡大を憂慮された句が残されています。 

  

    見性寺山門                   見性寺本堂 

参加者に代表のお礼のあいさつがあり、見性寺で解散致しましたが、阿下喜駅まで風情

の残る町並みを個々に散策しました。参加者が１２０名を超えましたが、お天気の心配も

無く心地よい気候で楽しく終わる事ができました。 

その後有志により、阿下喜温泉において東近江から参加いただきました一八会(１３名)

との交流会を行ないました。一八会、北勢線の魅力を探る会の紹介のあといなべ、東員、

桑名、東近江の紹介(自慢)。最後に今度は私たちの会が東近江の行事に参加させて頂く事

を約束して閉会しました。 

 



 

 

山田久仁夫さんの〝阿下喜スケッチ〟まち歩き  集山一廣 

 

名古屋から、勤め先の同僚と彼の奥さん、インテリアデザイナーで絵描きの友人と彼に

誘われた女性２人の計５人が参加してくれたので、西桑名駅に迎えに行くことになった。

北勢線乗車が初めての人ばかりだったので、すこし心配と思ってのことである。まさに心

配は的中して、もう一人の友人が間にあわない連絡がありました。仕方がないので、彼を

待って女性２人と供に次発の楚原行に飛び乗り、私の家がある蓮花寺駅まで乗って、私の

車で追いかけることにした。その甲斐あって、阿下喜駅には 30分遅れで着くことが出来

た。北勢線はスピードがゆっくりなので車の方がやや早い。スピード時代の今の世、ガタ

ゴトゆっくりと走る感覚は人間のリズムに妙に合っていて、懐かしい存在感を味わうこと

ができる。今や貴重な癒し系鉄道といえる。遅れてきた友人は山田久仁夫さん。デザイン

事務所を経営しながらスケッチ絵画を教授。日本観光スケッチ協会正会員。 

まち歩きでは所どころをスケッチしながら移動するので時間がかかる。私はナビゲータ

ー役を引き受け巡るコースは桐林館までとし、石神社と慈光院はパスとしてもらい、最後

の見性寺で合流するとした。同じく、桐林館まで付合い、コース途中から桑名に戻って六

華苑も散策し、蛤料理も堪能したいと言っていた同僚夫妻と一緒にお昼ご飯を食べに阿下

喜駅に向かった。 

途中、稲垣邸(元造酒屋）の前で、ちょうど玄関先にみえた奥さんにお願いしたら、家の

中を見せて頂けることになって、ご主人も出掛ける途中でしたが、快く案内してくださっ

た。いつもと変わらず嬉しそうに、マンボ(間歩)の中を探検したりした昔話や大戦中に軍

隊が母屋の屋根に造ったＢ２９の監視台の話や写真も見せてもらった。築１２０年余の格

式ある商家の佇まいに圧倒されながら、家の中を通って表玄関からお邪魔した。 

阿下喜駅前の蕎麦処八石亭では、いなべ市の新たな観光ブランドである「いなべ蕎麦」

を賞味した。 

■以下は山田さんがスケッチした作品と現地制作写真です。 

カメラ写真とはまた違った趣や味わい深い景色に心惹かれます。〝スケッチいっぱいのま

ち歩き〟なんて素敵だとは思いませんか。 
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