1

穴太の弁天さん（厳嶋神社）

（穴太）

7

大木城址

（大木）

13

員弁廃寺の礎石

（山田）

19

筑紫の地蔵さん

（筑紫）

公民館に移されている。

33

いっしきしょうほう

一色正芳の碑

（南大社）

鎌倉・室町時代には穴太は伊勢神宮領であった。その

中世城館の一つ。規模は東西４５ｍ×南北５５ｍ。員弁

員弁寺の塔の心礎と思われる古代寺院の礎石が、山田

筑紫の地蔵さんは、室町時代の兵乱で苦しんだ民衆を

一色正芳は、和算の権威者で延享４年（１７４７）伊勢

ため農耕には欠くことのできない水の神様として「市

川に南面した段丘上に位置する。現在土塁や空堀が部

の円光寺に残っている。

救うために全国各地に刻まれた地蔵尊の一つで、もと

国員弁郡南大社郷、庄屋清水藤左衛門正親の八男に生

杵島姫命」を安芸国（広島県）の宮島の厳島神社から

分的に残り壇もみられる。勢陽五鈴遺響によると、元

古代猪名部氏の氏寺である員弁寺が東員町内に存在し

は筑紫にあった禅宗臨済宗派の禅定寺に祀られていた。

れ、幼名を八太郎と呼んだ。通称を太郎兵衛といい、

分社してもらって「弁天山厳島神社」を建ててお守り

久３年（１２０６）に員弁三郎行綱が居住したとあるが、

たという有力な根拠の一つであるが、その所在地につ

その後、禅定寺は明暦３年（１６５７）、四日市塩浜大字

１３歳の時、同じ村の里正（庄屋）一色忠左衛門の娘

してきたと伝えられている。昭和58年5月新しい神殿

不詳である。また員弁雑誌によると、永禄年中（１５５

いては不明である。

馳出に移されて現在は浄土宗鎮西派金剛寺となっている。

タノと結婚し養子となった。そのため改姓して一色太

と石段が完成し、毎年9月8日を弁天祭として例祭を

８〜１５６９）に大木舎人（大木安芸守とも大木駿河守と

その移転の理由はわからないが、移転の際に本造の地

郎兵衛博孝と名乗り、後に庄屋の職を継ぎ諄を正芳と

行っている。弁天さんはインドの女神であるが神仏混

もいう）が居城したが、織田信長に降服しその配下に

14

（瀬古泉）

蔵尊を筑紫に残していったことから、村民はこれを大

いった。

淆の時代に日本一の神と一体になったと思われる。

なった。天正４年（１５７６）に、滝川一益に不信をもたれ、

大高甲斎は、その名を兵蔵、またの名を重義といい、

切に守ってきた。ところが、この地蔵さんのお守りを

独特の珠算として「正芳流百日算」を創設し、その門

大木舎人は西国に落ちのびたために、廃城になったと

文化元年（１８０５）、瀬古泉の中村家にて出生、幼少の

していた「おきしさん」という老女の家が焼け、また、

下生は７００人にも及んだといわれている。それらの門

いう。

頃より武芸を好み、文政５年（１８２２）、１８才の時、

おきしさん自身も老齢となり、やがて亡くなったため

下生はそれぞれ各地へもどってこの百日算をひろめて

江戸（今の東京）へ出て、伊庭軍兵衛（心形刀流）、

種村長太夫という人が内仏として祀っていた。この地

（北大社）

長沼勝兵衛（真心陰流）を師として剣法を修業した。

蔵さんは昭和４４年８月２４日、筑紫区によって新しい堂

27

主青木駿河守平安豊は天正２年（１５７４）に織田信長

延喜式内社の一つ。古代猪名部氏の氏神である。明治

また、亀山藩の柘植氏に従い、日置流の弓道も極めた。

に移され、今も多くの信仰を集めている。

瑞応寺は臨済宗妙心寺派に属し、千手観音菩薩を本尊

も努力した。文政４年（１８２１）５月８日７４歳で没し、

に滅ぼされたという。城山地区の団地造成に伴い、昭

の合祀により現在の社殿に整備される。祭神は猪名部

天保５年（１８３４）、郷里瀬古泉に帰り、道場を開いて

とし て い る。妙 心 寺 の 第 十 世 実 性 禅 師 が 文 明 年 間

その墓は南大社の共同墓地に清水家と並んで、建てら

和５７年町教育委員会が発掘調査を行う。調査結果か

氏の遠祖、伊香我色男命を主神とする。この地には、

子弟を指導、その門人は、三百余人を数えたという。

20

ら、数棟の建物跡、戦国時代の日用土器や石硯、中国銭、

６基の古墳があったが、合祀の際に全長２９ｍの前方

老いてからも、なお、気力軒昂、読書、俳諧にもはげ

続員弁雑誌という本は、大字筑紫字林の草生地に３歩

冨永氏の菩提所で、長深城第二代目の城主冨綱が中上

中国製陶磁器等を出土する。遺物は、町教育委員会が

後円墳をはじめ５基の古墳が破壊され、現在は1基の

み広く人望を集めていたと伝えられる。

ばかりの大字の所有地があり、そこに「筑紫の連の墓」

村に冨春院を建てたが、三代目冨輝は妙心寺から実性

保管している。

み変形して残っている。また、この神社の神事として

明治１９年（１８８６）初秋、８２歳で没する。墓石は福泉

と表に書き、明治２３年「大字によって建つ、と記さ

禅師を迎えて、冨春院をこの地に移し慈恩山瑞応寺と

流鏑馬からきている上げ馬神事が毎年4月に行われて

寺の本堂南側に建てられている。

れた石碑がある」と書いている。そして、このあたり

した。その後実性は妙心寺へ帰り、妙心寺第十五世の

から鉄器や土器が発見されたが、たたりがあると恐れ

松岳がその後をついだ。ところが、天正２年（１５７４）、

いち

きしまひめのみこと

2

山田城趾

（城山）

とねり

中世城館の一つ。笹尾城ともいう。中心部の規模は東
西８１ｍ×南北３５ｍであった。員弁雑誌によると、城

3

鳥取神社

（鳥取）
あまのゆ

8

大高甲斎の碑

い ば

猪名部神社と神事

いかがしこおのみこと

つ げ

いるが、その起源は、鎌倉時代にさかのぼるといわれ

穴太山多井寺

筑紫の大連の碑

いみな

瑞応寺と第一世実性（景川和尚）の像（長深）
じっしようぜんじ

（筑紫）

（１４６９〜１４８６）に開基したと伝えられる。長深城主、

いったので「正芳流百日算」は益々発展していった。
このほか正芳は地域開発、道路の改修、産業の発展に

れている。

延喜式内社で、現在の社格は村社である。祭神は天湯

ている。塚の上にはシラカシの巨木があり塚の古さを

15

（瀬古泉）

た土地の人たちは土中に深く埋めたと伝えられてい

長深城主四世の冨永冨知の代になって、織田信長の武

河裄命を主神とし、その他七柱の神が祀られている。

思わせる。また、社内には「薬師堂」、
「閻魔堂」がある。

瀬古泉の集落中程に穴太山多井寺が建っている。江戸

る。しかし現在の「筑紫大連」の碑は昭和３年に御大

将瀧川一益に攻められ、尾張の国へ逃げたために、城

字長澤は旧名を川中島といった。長澤川と砂谷川の合

中期の文献によると、この寺は、中古まで穴太村にあっ

典記念として大字筑紫区により建てられたものであ

さいと共に広大な寺院も焼かれてしまい、大勢いた

51

流している地点からでた地名であると思われる。

たものをこの地に移したとある。

る。そもそも「連」というのは古代の「姓」の一つで

僧も分散してしまったが、万治３年（１６６０）、宗勝

本尊は千手観音で行基の作といい、脇壇には、小野篁

天皇直系の豪族が多く、大伴、物部の連からは「大連」

によって再興された。第

45

明治４４年１１月８日、神明社ほか七社を合祀して現在に
至っている。桑名藩の歴代藩主からも篤い崇敬をうけ

の作と伝えられる延命地蔵が安置されている。ともに

が任ぜられて朝政を担当していたから「筑紫の大連」

一世実性の肖像が残って

たが特に五代目の松平越中守定綱は神社の近くに別荘

弘仁年間（８１０〜）勅命によって建立されたものと語

もその一人の有力豪族だったのではなかろうか。

いて、県の有形文化財に

を建てたびたび参拝した。そして長船祐定の銘がある

り伝えられている。

大刀を奉納し（年月は不詳）、現在も神宝として保存

御詠歌には、「水底に

されている。以来、桑名藩主は代がかわるたびに参拝

げは多井の

暁の空」とある。寺は現在無住で自治会

藤谷万治郎は、中上の庄屋、藤谷伝左衛門正義の二男

したという。第十四代藩主松平忠堯が忍藩へ国替えに

の管理となっているが、昔から伝わる年１回の開帳（８

に生れ、幼きころより学を好み算数ことに珠算に長じ

なったため、別荘は廃止された。すぐ南の浄願寺境内

月上旬、夜明けより日の

ていた。珠算塾を開いて、村の若者を教えていた。教

にある珪化木の忠魂碑は世界有数のものという。

出までの間）以外、本尊

えを受けた生徒たちは、中上の中央を流れる、梅の花

を拝することはできない

の香る三狐子川の堤防のたもとに、遍崇寺の学僧花山

ことになっている。

大安師に碑文を書いてもらい、万治郎先生の徳をたた

かわたなのみこと

おさふねすけさだ

ただたか

4

おし

9

道標「雲雀岡」

（鳥取）

大字鳥取の旧員弁街道で大木道と分れる小高い所に道

山田遺跡

（山田）

員弁川北岸にある遺跡の一つ。古墳時代〜奈良・平安・

たかむら

C
36

指定されている。
やどれる月を汲み分けて

か

鎌倉時代に及ぶ遺跡である。現在の東員町の施設の

21

藤谷万次郎先生之碑

44

（中上）

A

28 29 鳥羽海の墓

建っている所である。昭和５７年〜６１年に発掘調査を

塾の入ロに「敏捷算舎」という木札をかかげて３０余年

長深には、鳥羽海という力士の墓が東守西守の二個所

行う。調査結果から多数の掘立柱建物跡や倉庫跡を検

にわたり熱心に珠算を教えたが、その弟子の数は１,０００人

にある。そのころは江戸相撲と大阪相撲にわかれてい

文化１４年（１８１７）鳥取の俳人岩田卜斎によって建立

出した。また、当時の日常生活用品である須恵器、土

をこえた。塾のそばを通ると、そろばんをはじく音が

たが鳥羽海は文政８年（１８２５）９月の大阪相撲で「西

されたという。碑には「右あげき、はった、左大いづみ、

師器の他に陶硯や緑釉土器等の貴重な物も出土している。

大雨の降るような音をたて、道行く人を驚かせたという。

の小結」として出場していた。また相撲博物館の調

石ぐれ」と刻され、その裏面に「雲いくへ

これらの遺構、遺物から奈良時代の役所跡の可能性が

碑が建てられたのは大正７年（１９１８）３月であった。

査では、文化１４年（１８１７）５月入門し、
「東二段目八七」

強い。なお、出土遺物は町教育委員会が保管している。

嘉永６年（１８５３）１月１８日生れで大正９年（１９２０）

に番付され、鳥羽海甚介と名乗っていたが文政５年

くなり

ひばり鳴

そりみ坂」の句が記されている。この句は、

松尾芭蕉の作と伝えられているが、句詠の年月など不

10

詳で、芭蕉の句集の中にも見あたらない。
そ り み

そりみ

鳥取山田神社と狛犬一対

16

瀬古泉の白峯龍神
どうぶつ

多奈閇神社

（中上）

瀬古泉に「土仏さん」
、
「白龍さん」などと呼ばれている

22

往時この小高いあたりに、ひばりが特に多く生息して

載されている由緒ある神社である。即ち、山田は北山

小さなお堂がある。長らく荒れはてていたが昭和６２

古くから（勧請年不詳）天日鷲命を主神とし、天之児

門弟が嘉永元年（１８４８）９月１９日にその墓を建て鳥

いたところから「雲雀岡」と呼ぶようになったという。

田村（今の鳥取）とともに「鳥取連」が拓いた村で、

年２月改修された。毎年２月８日は例祭で桑名の土仏

屋根命・品陀和気命（誉田別名）を合祀している。

羽海の偉業をたたえ、その霊をとむらったものでそれが

山聖衆寺（通称土仏さん）の住職により供養をする。

延喜式神名帳には員弁郡十座の内に、多奈閇神社とし

東守にある鳥羽海の墓である。北守の墓は、文政１２

て記されている。その他、姓氏録などの古文書にもそ

年（１８２９）にこれも門弟が建てたと記されている。

１１００年前には既にこの村と神社が現在の場所に存在
していたことを物語っている。

5

鳥取塚

どうぶつ

［白峯龍神の伝説］

あま の こ

ほんだわけのみこと

主神は、鳥取連の祖神である「天湯河角凝魂命」で、

ある時、土仏さんから来た老女が「むかし白龍さんが

の名があるから由緒深い「延喜式内社」である。もと、

鳥羽海の四股名は、伊勢国出身の力士の間において何

明治４０年（１９０７）、当時村内にあった１１社八神を合

西の山から流れてきてここに住みついたが、誰もおが

中上村の産土神は、社殿はもと南向きであったが、社

度も襲名されたのではなかろうか。

祀し、現在に至っている。社殿東にあるクスノキの巨

んでくれぬのでさみしいというてござる。この白龍さ

殿を建て替えたときに東向きとし、旧拝殿は祭具入れ

木は、樹齢千余年といわれ社の御神木となっている。

んは当時生えていた大きなエノ木の下に住んでござ

に改めた。神霊は男女の古木像２体と東帯の像２体で

30

また、境内には員弁十景に選ばれた当時の記念碑もあ

る」といったそうである。ところが、そんなこと迷信

ある。棟札に「奉造立、田辺大明神拝殿氏子中延享二

中世城館の一つ。善正寺の境内がそれである。東西８８

り、宝物庫には江戸中期に桑名藩主が献納したという

だといって枝をはらった人が不思議な熱をだして苦し

歳８月吉日」とある。大明神号を称して中上邑五村の

ｍ×南北７５ｍの規模を有す。現在土塁が残り、壇も

金色の狛犬一対がある。

んだ。そこで土仏さんにおわびのお経をあげてもらい

惣社であったが明治４０年（１９０７）１１月１１日村内の小

あり、本丸、二之丸の区画も推定される。員弁雑誌に

やっと全快した。それ以来社殿も改築されて白峯龍神

社を合祀し４３年に久米神社と改めた。

11
（鳥取）

あまのゆかわつのこりたまのみこと

せいしゅうじ

やねのみこと

毘沙門天

（山田）

うぶすながみ

むら

鳥取山田神社の東隣、字大師堂に通称毘沙門堂がある。

（穴太）

23
24

新野遺跡
西山遺跡

長深城址

側の台地上に位置する。規模はおよそ東西２１ｍ×南

古くから「びしゃもんさん」として人々に尊嵩されて

三岐鉄道北勢線穴太駅から徒歩５分の森の中に薬師堂

員弁川南岸にある遺跡の一つ。古墳時代〜奈良時代に

北１７ｍ、高さ２.５ｍである。かつては４〜５基あったと

きた。古伝によると、この毘沙門天はその昔、員弁寺

がある。その本尊の薬師如来像は、高さ２尺９寸５分

かけての遺産。日東タイヤ（株）（現東洋ゴム（株））

いわれるが、現在はこの古墳のみが残っている。墳丘

の塔頭で法明寺の七堂伽藍の中にあったが、天正年間

（約９７cm）、ヒノキ１本造りの座像で、肩幅が広くどっ

の工場進出に伴い、昭和４５年〜４６年県教育委員会が

31

は草で覆われているが、墳丘上には珪化木の鳥取塚の

（１５７３〜１５９２）織田信長北勢攻めのとき兵火にあい、

９年（１５８１）に創設し、現在まで続いている。

三月堂

（長深）

しりと 落 着 き、男 性 的 な 感 じ が す る。平 安 中 期、

発掘調査を実施。調査結果から、多数の竪穴住居跡、

長深北一色に江戸期以前、酒屋徳右衛門という人が住

碑（明治４４年３月建立）があり、横には町内一のヤマ

焼失寸前に村民の手で運び出されたものだという。

貞観年間（８５９〜８７６）の作という。作者こそ不詳で

掘立柱建物跡を検出する。西山遺跡は７世紀中頃の古

んでいて、お堂を建て観世音菩薩を安置し、毎年３月

ザクラの巨木がある。

その丈５尺余（１６０cm余）の仏

あるが、その古色と出来栄えは、当時の有名な仏師の

代村落跡であることがわかった。特にこの遺跡は鍛冶

１８日に誦経供養していた。年がたって酒屋徳右衛門

像で、当初鳥取山田神社に収め

手によるものであろうとの鑑定である。

を専業とした村落ともいえる。新野遺跡も古代村落跡

が死去し、その志を継ぐ者がなくなったため、お堂も

てあったが、員弁山円光寺の第

もとは、その南側にあった某

である。

荒れるにまかされていたので、本尊の観世音菩薩は瑞

五代住職善教師により小堂を建

寺の仏像としてまつられてい

なお、西山新野遺跡の須恵器等の出土遺物は県教育委

應寺に預けられた。その後兵乱があり瑞應寺も焼かれ、

て安置、文久元年（１８６１）になっ

たものを、江戸時代この地に

員会が保管している。

観音像もどうなったか人々に忘れられていた。文政３

て、伊藤周蔵の手で再建、現在

移したもので、その時新しく

に至ったものという。礼祭は毎

彩色されたと伝えられている。

年４月２日と８月２７日である。

昭和３２年１０月１０日、三重県有

年（１８２０）２月１８日に城下（桑名）より、伊藤宗兵

25

形文化財に指定された。
穴太自治会が管理している。

12

しげき

大山繁木顕彰碑

（山田）

碑は、鳥取山田神社の境内で社殿の西側にある。大山

さかを「ちりん坂」と呼んでいる。その中ほどに「律師

家は、元和年間（１６１５〜１６２３）から、明治末までの

智伝之碑」が建っている。律師とは相当高い僧の位を

十世三百余年にわたり、代々鳥取山田神社の神官を務

18

意味し、「智伝」という名の高僧の碑である。

めた家柄で、村内はもちろん、員弁、桑名、多度、長

講談や浪曲で宣伝された荒神山（高神山が正しい）の

りっし

中上城址

（中上）

衛という人が長深に来て、長島の長左衛門という漁師

中世城館の一つ。花扉城・鼻戸城ともいう。東洋ゴム

の網にかかった観音像が、長深に帰りたいといわれる

（株）桑名工場の北、三狐子川に北面する台地上に位

から、ぜひこの村で祀ってほしいという。この話に感

置する。東西１６０ｍ×南北６０ｍの規模を有す。現在何

激した村人たちはこの観音像を三月堂に祀り代々尊嵩

本もの土塁が残っている。

してきたと伝えられている。

員弁雑誌によると、明応年間（１４９２〜１５９０）、坂太

鳥取の旧員弁街道と県道菰野東員線を結ぶなだらかな
ちでん

穴太徳（中野徳次郎）の墓

18
9
33
49

48
10

11
12

13
14

（長深）

たという。城主の一族が、城址に冨永山善正寺を天正

17

（鳥取）

40

D

16
15

17
19
20

35

禄１１年（１５６８）に織田信長勢の夜討により滅ぼされ

（中上）

本尊毘沙門天は、多聞天とも呼び、七福神の一人で、

ちりん坂の「智伝」の碑

34 8 47

よると、暦応年間（１３３８〜１３４２）、冨永筑後守冨春

鳥取塚古墳（円墳）のことをいう。県道１４号線の北

6

53

が築城し、その後冨継、冨輝、冨知、と継いだが、永

とあがめられるようになったという。

薬師如来像

4 52

39

したとなっている。

鳥取山田神社は、式内社といって、延喜式神名帳に記

あめのひわしのみこと

5

43
38
E
42 41

羽海仙治」と改名し、文政１２年（１８２９）に伊勢で没

（瀬古泉）

「そりみ坂」は、楚里見坂、曲身坂、などと書いて、

むらじ

6

（１８２２）６月には「東二段目の十一番」に昇進し、
「鳥

９月２０日６７歳で没した。

（山田）

37

（長深）

いたものを近年地区の人々の手で、復元されたもので、

B

46

7

標がたっている。これは長年雑草や半ば土に埋もれて
ぼくさい

2

3

えて碑を建てた。この碑文によると、藤谷万治郎翁は

1

（穴太）

船連之碑

（長深）

郎左衛門（坂兵左衛門とも、坂中務ともいう）が建城

32

したという。廃城の時期は不明である。なお城主の坂

長深字生木というところに４坪（１３ｍ２）ばかりの古

家は敗戦の後、仏門に入り蓮如上人に帰依し中上に寺

墳があった。明治８年（１８７５）に村人が掘り返して

を建て、花戸山遍崇寺として現在まで続いている。

みると、金環や土器などが出てきた。近くには、船山
とか船塚という名が残っている。
「姓氏録」には「船連」

景清松

（長深）

という名もあるから、あるいはこの人の墓ではないか、

しかし、昭和２２年ころ、
８０歳程で死亡したという以外、

島など、祭祀を司った神社の数は、３１社に及んでいる。

血闘は、慶応２年（１８６６）４月８日、現在の鈴鹿市

26

その来歴などは不明である。また、碑には「素水建之」

中でも、第八代にあたる大山繁木は、文久元年（１８６１）

の高塚山で、賭場争いから桑名の神戸屋徳次郎こと穴

長深字花戸に大松があって、樹齢凡そ５３０年の古木と

と記されている。大正の初め耕地整理のときにも土器

とあるが、その理由や経歴などわかっていない。ただ

から、明治６年（１８７３）に至る１２年間、宮仕えのほ

太徳と神戸の長吉（本名初芝才次郎）がそれぞれ子分

続 員 弁 雑 誌 に 記 さ れ て い る。景 清 松 と は、寿 永 ４

類が出たので大正３年（１９１４）広田庄太郎が今の所

その高僧「智伝」の名が、なまって「ちりん」となり、

か私財を投じて私塾を開設、地域の教育向上に偉大な

をひきつれて乱闘の血を流した事件である。結果とし

年（１１８５）、平家が滅びた時にその一門で武勇にすぐ

坂の名が「ちりん坂」となったという。

功労があったという。

て穴太徳が負け、それまで持っていた賭場を神戸の長

れた上総七郎兵衛景清が元久米村志知へ落ちのびてき

碑の表面には「涼風や 麦田見下す 智伝坂」の句が

碑は「大正九年夏五建之」
（１９２０）とあり、発起人と

吉に返して詫びをいれ、一応解決した。この中野徳次

て、志知に移り住んでいたとも伝えられる。その後景

すものとして制度化した「姓」の中の一つで最高の「臣」

ある。

して伊藤慎一他５名の名が刻されている。

郎は、遊び人ではあったが人情に厚く義きょう心もあ

清は長深にも移り住んだ。景清屋敷は志知にあるが、

につぐ地位がある。その中で「船連」は造船、海運な

り地域では信望があったという。中野徳次郎は穴太で

景清松は長深花戸にあり、一名天狗松ともいわれ、景

どをつかさどる豪族と思われる。

生れ、その生家もその後長く残っていたが、今はない。

清が植えた松だとも、景清の墓に誰かが植えた松だと

昭和６２年広田庄太郎の長男、政次郎氏（名古屋市在住）

その墓は穴太の濃州街道に沿った個人宅の庭先に立っ

も伝えられている。昭和２年１０月６日には天然記念

が父の志をつぎ、新しい「船連之墓」を建立された。

ている。

物として指定され碑がたてられた。その碑は現在長深

に移して「舟連墓」と石に刻み祀っていた。
むらじ

「連」は日本古代の豪族がその政治的社会的地位を示
かばね

おみ
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