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十一本編の執筆者は、巻末に掲示した。

表した。

本編の執筆・編集にあたり町内外の多くの方々や関係機関にご協力いただいた。関係者名とともに巻末に記して謝意を

図表は執筆者が作成し出典を明示した。

写真は町史編纂室保管・撮影と協力者によるもので提供者が明確な場合は記名した・

本文中の敬称は原則として省略したが、文中の流れにより例外もある・

もある。引用資料は文字の号級を変えた。

引用資料については出典名を付し、原文にしたがったが適当と認めた場合は一部誤字やかなづかい、漢字を変えたもの

については原則によらない場合がある。

用字・用語は当用漢字、現代かなづかいを原則とし、文章表現は平易につとめたが、引用文、民俗的表現や歴史的用語

本編は、本文及び資料編（別冊）、年表（別冊）をもって構成されている・

既刊「矢吹町史」を活用してまとめた。

本編の内容は、平成十四年度から平成十六年度までの一一一年間にわたる民俗調査票による調査、調査員の情報提供・調査、
協力者の情報提供、専門委員の分野ごとの聞きとり調査、現地調査、文献調査、編纂室所有の記録、文書、調査資料、

本編は、文化財保護法第二条による「民俗文化財」の各分野について記述されている・

４巻（資料編Ⅲ）は昭和五十二年から昭和五十五年に発刊された。

本編は「矢吹町史」第５巻「民俗編」である。「矢吹町史」第１巻（通史編）第２巻（資料編Ｉ）第３巻（資料編Ⅱ）第
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矢吹では、田・畑に仕事にいくのも「山仕事」「山にいく」といい、かならずしも山林の仕事だけをさすものではない。農作
業の日常として、堆肥のための落葉さらい、家畜の飼料として山草刈り、燃料としての薪・柴木とりも山仕事であるが、これは

山仕事

、売鵬肥震鮓蘇鮓（》簸蝉随州賎箙團雛脚瓜ⅦⅧ鮴一淡んだんその手入れも軽視きれる傾向にある。

地所としての山地については、「山は先祖様のもの」「山を守るのは子孫の役目」「山持ちはシンショガィィ（金持ち）」「山を

た。また山村地域と異なり一戸あたりの所有面積も多くはないのが実態である。

山を売る（立木を売ること）のは家の立替えとか分家の新築など特別の事情がないかぎりあまりおこなわないのが普通であっ

ためには理にかなった伝統でｊＤあった。

とくのうかあかし

山を荒らしておくのは先祖からの財産を守れない家（人）として恥とされた。これは緑を守る
誇りで篤農家の証でもあった・山を荒らしておくのは先祖からの財産を守れない家（人）として恥とされた。これは緑を守る

農閑期の仕事として立木の手入れが中心であった。また植林して美林にすることは山持ちとして
山林を対象とする山仕事は、農閑期の仕事として立オヮ手丁ハナ４ヵ４，１了孝α》』ん］旨７術１４バー二一三ｊｉ．ｊ「１１…

よると思われる。

矢吹町では、山仕事や川漁を生業としていた人はほとんどいない。山林は総面積の一一○％台であるが深い山がなく、阿武隈川
を除いては漁に恵まれる河川がないことから（はじめの章矢吹の風土と歴史参照）生業としての収入源になり得なかったことに

第二節山仕事と川漁

’
これを運ぶのに〃たばつら“といって藁の穂を合わせてたばねて、三段四段と数えて自家用にしたものであった。秋も深まって来るとい

人数は二人と制限され、短い冬の日懸命に落葉きらいをしたものである。雑木の葉は別として松の葉は大切な燃料の役目を果したものだ。

いって新陳代謝で落ちた松の葉を集める山口があった。これはたきぎ取りとは違って、こぼれ落ちた、松の葉や雑木の葉を集めることで、

私等が出来る〃根っことり〃といって雑木林に入って古株の木の根を懸命に掘ったものだ。この山口が終ると、次は、〃木の葉山口〃と

した記憶は私には痛々しく残る。そしてやせ馬で背負っては長い冬の燃料としたものである。長い冬母の一人働きでは不足する燃料を、

の枯枝を打ち落し、一人はたばねる作業であった。私の家では父の仕事の関係で出られず、女一人で長い竿に鎌をつけた母が枯枝落しを

味のよい鎌を結んで、枯枝の幹に数ヶ所の切り跡をつけ、鎌を枝先に向け力まかせに落す作業である。屈強な男手の揃った家では相当量

うに聞いていた。その出役は一戸当り二人と限られ、取り勝ち競争みたいな結果があったようである。用具は十米もある竹竿の先に切れ

出張所があって、村の代表が歎願の上、枯枝のみを落し、当日の日暮れまで取運んで根せきをとどめないという条件で黙認して貰ったよ

いたと記憶している。当日は朝早く青年の太鼓を合図に枯枝を打ち落す用意をして思い思いの場所に出たものだ。分担区という林野局の

松の生育を阻害したのである。貧しく燃料に乏しい部落では、この枯枝を部落中総出で刈落す作業を行ったものだ。それを山口と云って

家のみにしかなく大半は、御料地といった宮内省直轄の松林と雑木林が殆んどであった。この季節になると枯枝がどの松の木にもあって

を覚えて来て焚火が恋しくなって来る。この季節になると、部落では山口という行事が行われた。村には私有林はあるもの種、限られた

りをしたものであった。丁度この季節になると野分きの風が吹き荒れて那須の頂は真白な雪が積り、麓の稜線まで雪が見えて来て肌寒さ

秋の稲刈りが終り刈り上げ十日の餅つきが終って田の神様に供える季節には、嫁入りした人達は十日餅といって、新米の餅を持って里帰

③地方語で云われていたこと、そのま、伝えるので正確な言葉は未調査のま、である。

山口

やまぐち

うに書いている。次に原文のまま転載する。

雑木林を主とした仕事である。「村の歳時記」（昭和六十年刊）で野中三平こと鈴木三己は神田の山仕事の一つ「山口」を次のよ

Ul l
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、
第二節山仕事と川漁

っても、母が屈強な男たちに交じって甲斐がいしく私達を育てて呉れるために働いた姿を想い起し、御料地と呼ばれ、朝に夕に聞いたき
じの鳴声も聞かれず土地改良の先駆者となった矢吹ヶ原の今昔を思い、貧しく生きた、生き方に改めて敬意を払いたいと思う。

ここでは、山林特に造林山地の仕事についてふれることにする。山林の仕事には、植林・刈り払い・間伐・伐採などがある。

太平洋戦争中人手不足で手入れがいきとどかず、加えて乱伐したため山林が荒れ、戦後復興が軌道にのると家屋

林の建築で木材の需要が増し、さらに伐採がすすんだ・昭和三十年代にはいると植林が盛んになり、マツ・スギ・

枝打ち

下刈りともいうが植林してから五年から一○年間は刈り払いをしないと苗
木は成長しない。毎年夏に一回以上必ずおこなって雑木・雑草を刈りとる。

しないと良材を得ることができない。ヒノキは約二○年で両手指の輪くら

真っ直ぐに育て、無節にするために枝打ちをする。ヒノキは特に枝打ちを

るので楽になった。これは農家の一年の仕事計画に組みこまれるのが普通であった。

鎌を使い手で刈り払う作業は夏の仕事なので重労働だったという。現在は刈り払い機があ

刈り払い

キは七○年くらいかかる。

良材にするため七、八○本にするという。用材になるまでスギは四○年から五○年、ヒノ

とを見込み、間伐をして一一一○○坪（’○○○平方メートル）に二○○本程度にし、さらに

数を多くしないと節が残るので手間がかかる。植えつけた苗木は一割ほどは活着しないこ

ふし

陰や北向きが育ちは悪いが年輪が密になり良材を得ることができる。ヒノキは枝打ちの日

ギやヒノキは窪地の腐葉士の堆積した所で、マツは赤土の粘土質の土地がよく、スギは日

くぽち

種類を選び、一坪（一一一・一一一平方メートル）に一本の割合で、手で穴を掘り手植えする。ス

苗木は森林組合などをとおして、四年から五年生のものを購入し、場所によって適した

れたが、現在ではあまりみられない。

たので昭和五十年ごろまで特に多かった。四十年代にはヒノキが加わりマツなども植林さ

ヒノキなどを中心に伐採蹄跡だけでなく、雑木林にも植林がすすんだ。スギは成長が早いので建築材・電柱材として需要が多かつ
ヒノキなどを中心に伐採跡だけでなく、雑木林にも植林がすすんだ。スギは成長が早いの－

植

そのあらましをみることにする。

「Ｉ

■ワ

いになるのでこのころ枝打ちをする。スギは四年に一回枝打ちをし、通し柱の用材や電柱
はしご

用に八メートルくらいまで枝をとる。松は五○年くらいすぎてから枝打ちをするという。

枝打ち作業は樹皮がむけないように冬期間におこなうことが多く、梯子をかけたり、木
こびき

登りして縄で足場をつくりおこなうが、これは山仕事のなれている人に頼む場合が多い。

伐う仕事で、どの木を除くか見定めることが難しく植林数の

間伐は、木の生育と木の質をみて良材を得るためにおこな

古向木の枝打ちは木挽の仕事に１℃なっていた。
問

一一一分の二くらい間伐することがよ庁とされるが、実際には思うようにでき
ないことが多いという。苗木を植えて一一五年くらいの期間に間伐は終える

なた

山林の見廻りで、昔は隠居した老人の役割であることが多

とよいとされている。

山廻り

つる

く、鉈と鎌を持参して山にい／、。苗木の活着をたしかめた

り、刈り払いの補完、枝打ちの補充、葛・藤の蔓切り、根ハ＼され立木を見
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定めて間伐するなど、木の生育状態を観察して、次の手入れ計画をたてた
り、小作業をおこなうのが山廻りで、良材を得るための美林の維持には欠

写真59】山林の刈り払い（提供後藤肋一郎

l lilil
写真60】枝打ち

写真61】枝打ち
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まきかり

用材として適当になった立木を伐採するのは、木挽の仕事である。木挽は土地

吐かせない仕事である。最近は山廻りをして手入れをしている人はみかけなくなった。

産

業
生
一一

のこぎり

おの

章伐採の傾斜や枝ぶりをみて倒す方向を決める・斧で枝を払い、倒す方向に鋏でＶ

第字型に削り目をつくり、反対側に鋸で切れ目をいれ、くさび（模）をいれて倒す。くさびは

ゆ

鉄製と木製があり、倒す方向によっていれる場所を選ぶ。くさびをいれることを「矢を打つ」
ともいう。また立木の伸び具合や場所によっては長いロープで幹の中間を結わえ手伝いの人に

ひかせることもある。特に総伐採でなく立木を選んで伐採する場合はほかの立木に被害を与え
伐採した木を山から出すことを木出しという。木出しには、「ソリ」をつくり、

ないようにするため、技術と経験が必要である。
木出し
しゆら

丸太や雑木を通路に枕木状に並べ、その上をソリにのせた木を滑らせてひき運

ぶ。これを「シラ」というが、修羅からなまったと思われる。修羅は古代から人力で大石や大
木を運搬する道具として使われているが「スラ」ともいう。ソリを滑りやすくするため油ツポ
にいれた油をポロ布などでつけながら一○人ぐらいで二石から一一一石の木材を道路のある所まで

、ｙひく。急斜面の運搬は危険をともなう仕事である。現在は索道（ロープウェー）や作業道をつ
物をしてほかに売ることを職業としていた。ヤマシは現場で立木の持主と交渉

ヤマシ（山師）は立木の売買をする人で、製材所から派遣されたり、自分で買

くり運搬用重機を使用することが多い。

ヤマシ
ねだん

こく

して売買値段をきめる。立木の種類・年数・生育状況・数量などから判断するわけだが、数皀｜皇
を計算する一）とが一番むずかしい。立木は、「石」で数える。

９０口■Ｑ８Ｐ■■Ｂ⑪？雀》ｉｉＦ■ｒ１６．．００９，かＧＰＰ字デイＪ４ＦＰ０ｐＦａ■ⅡＤＣ■■Ｂ『ＤＢｒＳ屯』■●、Ｄ７ＤＢこび一■』Ｇ７〃寸・昏久ヨこ■■■●己’０口。■Ｂ、凸■Ｇ・艀４口■■■汀６吋ＱＢＣ年ぴぼ処ご心口ニテユ圧▽つ勺凸テロ汗已。■守永ジロＧかどらログＢ・■□■ごロロロゲ弓ロゼザリ・肩心。。■■■Ｚ○日。▽ＢａＤＤ巴。Ⅱ■・司仏

一石とは、根元から一○尺（一一一・一一一メートル）のところの直径が一尺（一二一一一徳杼ル）のものを

いうが、生育の違いもあり数量をみまちがうと損をすることもあり、一種の投機的な仕事でも
ある。売買を生業とし投機的性質の仕事をする人を山に関係がなくても山師というようになっ
ている。

木挽は立木の伐採をする人で、要請があれば、高木の間伐や刈り払い、木出し

木挽など人夫（テコ）を雇い指図して山仕事の全般を請け負うこともある・また、

家の建替えの際、設計書をみて必要な用材を切り出すことを頼まれることもあった。その場合

は、切った後に用途にあわせて板や柱に製材して木出しするなどした。斧、鉈、鋸を使いわけ、撚凸■別

を「どんごうだな」というが、この五合棚を一日に三棚半切ることができれば腕のたつ人とみなされているが、かん吉はこれを

方も含めて五里四方に知らない人はいないくらいの木切りの名人であった。薪を切る場合、たて五尺、よ｝」五尺に薪を積んだ棚

はなく親方もいないが、祖父の星かん吉から教わったことは多い。祖父は昭和二十年代後半に死去している。かん吉はヒラバの

しながら木切りは手伝い程度の仕事をしている。父は当家に養子にはいった人で早く亡くなった。自分では木切りをやるつもり

木切りは専業ではなく、農業のかたわら副業に木切りの仕事を請け負ってきた。現在は息子が植木屋をはじめたので造園業を

星正男さん（昭和五年生れ）

次に、数少ない木挽の一人である星正男氏の聞き書きを添える。

かった。現在、その技術を受け継いでいる人は「’一人である。

に木挽といわれる人が居たことがわかったが、ほとんどは苦のことで本業は農業で頼まれれば叶陰黒をする人々で専業木挽はな

手作業の仕事は熟練と経験が大切でさらには大工の心得も求められた。

今回の調査で、矢吹町では矢吹二本木夫和久由内命之内雲中畑二城目など霧靭■■ヨ駄鍵

【写真62】木挽道具（斧・鍼

写真63】木挽道具（くさび）（提供星正男
【写真64】木挽道具（鋸）

310
3１１

、７

第二節山仕事と川漁

姓七棚から八棚切る腕を持っていた。このあたりの製材所などはかん士口に世話になっているところが多く、「昔、かん吉さんにお

産

蝶世話になったから」というので祖父が亡くなった後一○年もたってから香典を持ってくる人もいたぐらいであった・祖父の木切
弾りのころは薪切りの仕事も多かったようだし、普請木も切っていたという。またノコギリ研ぎの名人としても名をはせていた。
あずか

第雨が降って仕事ができない日には、かん吉さんのもとには鋸を砥いでもらいに必ず七、八人の人がきていた。そのたびに祖父は

来客に酒を出して飯を食わせながら待たせていたもので、星家では一二食とも必ずといってよいほど、だれかが相伴に与ってい
たという。かん吉は須賀川の中谷とうじろうという鍛冶屋とつきあいがあった。
かみそり

星正男は学校を終えた二○歳くらいのときに、短い期間祖父と一緒に仕事をしたことがあり、そのときノコ（鋸）の砥ぎかた
ゃ、ャ（模）のいれ方などを教わった。ノコの目立ては最も重要で、手ノコでもチェーンソーであっても剃刀のようにしておく

ものだ。仕事ができない人は刃物づくりも下手だという。自分は負けるのが嫌いで、いつも努力がたんねえと思っている。

木切りの仕事は稲刈りを終えて、稲をはせにかける秋からはじめて冬中仕事に歩き、春は田の代掻きをする時分まで続けた。

正男さんの時代は薪ではなく、炭屋に頼まれて炭にする木を切る仕事が多く、矢吹の吉田炭屋さんなどからよく頼まれた。従っ
てほかの人と組んでおこなうわけではなく、｜人で仕事をすることが多い。道路を拡張するようなときに、工事の邪魔になる木

を切らないと仕事が進まないようなことがあり、こうした面倒な仕事は自分なりに社会奉仕だと考えて必ず依頼を受けたし、イ

℃うけおい

、リグネ切りなど危険な仕事もよくひき受けてきたが、危険な仕事をしながらも一度も間違いをおかしたことがないのが、星さんの
じようよい７

ひそかな自慢である。

仕事には「常用」と「請負」とがある。「常用」は一日いくらというように、仕事量にかかわらず金額が定まっていうＣ仕事で、
イグネ切りのように危険な作業は「常用」でひき受ける。「常用」の仕事量は最低限の技術しかない人であっても可能な仕事量
を基準にしており、仕事ができる人にとっては損するように思えるが、それだけの仕事をこなせば大きな信用を得ることができ
る。一方の「請負」は一棚いくら、きのこ木一本いくらというように仕事の単価が決まっているので、量を多くこなすほどはい

る賃金は多くなる。普請木を切るような場合も普通は「常用」で契約する。家一軒建てるには一般に五日間かかるが、星さんは
仕事が早いので「常用」で三人分切ってしまったこともある。「常用」ではよけいに仕事をしてももうけにはならないので、こ

ういう仕事をすると二人分ただで働いた勘定になる。木切りの仕事は朝八時から夕方五時までおこなうのが一般的であった。
刃物の手入れで決まると考えている。

立ち木を倒す場合は間違いなく倒け迄とが絶対条件で、たとえば一尺の太さの木であっても、いかなる向きであっても倒す空
間が一尺ちょっとあれば一往杼ルの隙間を保ちながら倒すことが可能であるという。木を切るときには、まず受け口を切っておき、

その反対側からヤ（模）を打ちながらノコで切っていく。ヤは真ん中に大きなものを、その両側に小さなものを打って、真ん中
のャで微調整しながら倒す方向を定める。このとき切り口を切り離さずに、わずかに切り残しておくのが重要で、倒す方向が定
かな

まったならばヨキでそこを止めると、大木であっても寸部の狂いもなく思う方向に倒すことができる。ャは二種類あり、大きな
ものは長さが一一一○錘し杼ル、小さなものは一一○袴杼ルほどである。以前は鉄ヤであったが、あたるとチェーンソーをいためてしまうの

で強化プラスチック製のものを用いている。木の切り倒し方は五○石の木でも、一一一石の木でも要領は同じであるＱ

チェーンソーが登場する前は手ノコを用いて切ったが、おもに幅一一○徳杼ル長さが一一一尺くらいの大きさの一番ノコを使う。ヨキ
は木を割るヨキではなくケズリョキで、これで受け口を切る。

倒した木は玉切りする。普請木は大工が建築する家の間取りに応じて、何寸の何丁というように書いた「木取り表」をよこす
のでそれに応じて必要な量を玉切りする。普請木の木切りは大工に依頼されるのではなく、建主の求めに応じて依頼を受ける。
玉切りも職人によって仕事量に違いがあり、仕事量は石数で数えるもので、直径一尺で長さが一○尺ある木を一石と数えるが、

今まで一番仕事をしたときで一日一一一一一○から二四○石の木材の玉切りをしたことがある。木材は棚でも数える。これも一番多い
ときには高さ一一一尺で幅六尺のサブロクと称する棚を、手ノコで六棚分つくったことがある。

坐
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星さんは、刃物は必ず一回きり砥吟
、ｙ星さんは、刃物は必ず一回きり砥いで油を注し、安全剃刀のようにしておくことを信条にしており、仕事ができるできないは
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とも

星家では朝顔を洗うと必ず仏壇に線香をあげる一」とにしている。年に数度、点した線香が途

中で消えたりすることがあるが、こういうときにはいくら天気がよくても木切りの仕事を休む
ようにしている。先祖様がいつも見守っていてくれていて、しゃべることができないかわりに
線香で教えてくれると思っているからである。今まで一度も怪我をしたことがないのは、毎日
まじな

線香をあげているおかげだと感謝している。

星家には痛み止めの呪いが伝わっている。これは祖母から母へ女系で伝えられたＪＤので、
正男さんの奥さんは早く亡くなったので、この伝承を受け継がなかったが、正男さんはこの呪

いを母から伝授し息子さんにも伝えている。患部に触れずに指を使っておこなう呪いで、外傷
であっても身体の内部の手術の痛みでも薬を飲まずに治る。今まで数多くの人がやってきて、

で働く人々も後継者のないまま姿を消そうとしている。

二川や池の恵み

■…霊

たいがいの子どもたちは河川や池で魚とりをした経験を持つ。小学校時代に親や兄弟友人からその技術を覚え、
（ｈ

一五歳くらいまでは友達とつれ立ってさまざまな魚とりを経験している。こうした「川遊び」は壮年時代も趣味

川漁をする場所

田内にはナメリ川、柿之内には広戸川なども流れている。川漁は家の近くのよく知っている河川に出かける

矢吹町には阿武隈川という大きな河川があり、ほかにも泉川、隈戸川、阿由里川、神田と中野目境の小川、

する余業であり楽しみとしてのものであった。

矢吹町には専業の川漁師はおらず、とった魚介類は生活のカテにするためではなく、あくまで小遣いをかせいだり生活を豊かに

として続け、暇な時間をみはからっては川や池に出かける人も少なくないし、楽しみとして釣りや漁を楽しんでいる老人も多い。

漁の経験

（ご魚とりの背景

質を観察することでもあった。

のである。特に秋祭りに食べるコイや雑魚はこの時期の風物詩であった。同時に川や池の恵みを楽しむことは、生物の生態や性

を享受してきた。新鮮な海の魚が入手しにくい内陸の矢吹町では、身近な川や池、田んぼから得る魚介類が家の食卓をかざった

田も生活のカテを得る重要な場であった。とても生業とはいえないが、子どもや若者たちは遊びや小遣いを稼ぐために水の恩恵

、７自然は豊かであり生活のカテはさまざまなところから手にいれることができる。町内を流れる河川や、数多くの溜池、また水

６５腰甑叶駐鮮訳駈匪』誇際騨欝欝臓麟璽睡軒騒騒鰯蕊譲霊汪・］鼻声…；鈩壹…・詮一詮診匪蓉（鞭

外国産材の大量輸入と合板・集成材の出現により、国内産材は安価となり林業も低滞し農家も山林に力を注がなくなって、山

た人がこれをつけたところ、しばらくして刺さった茅がひとりでに抜けて治癒してしまったという。

ければ、カマキリの腹を割いて患部にきっちりしばりつけておいても構わない。手の指の股から手首にかけて長い茅を突き刺し

の油をつけてしばっておけばよい。この油は患部を消毒する必要がなく、土がついたままでもつけて構わない。かまきり油がな

りの腹を浸けたもので、秋にカマキリを捕えてつくる。ものすごく臭いものであるが、切り傷や刺し傷のときには、ガーゼにこ

ろ、浮浪者はお礼もできないからということで「かまきり油」を伝授して去っていった。これはゴマの油をいれた瓶に雌かまき

油」も伝わっている。これはある年の正月に、一人の浮浪者がやってきた。星家のおじいさんが尾頭つきで酒をふるまったとこ

部をさすると痛みがとれる。この呪いは自分にもきくので本人も不思議に思っている。また、切り傷の特効薬という「かまきり

…裏口１１重「

【写真65】刃の目立て（提供星正男）

川とまではよばれなくとも水田を流れる用水堀も定いじな川漁の場であった。また忘れてはいけないのが水田である。かって

ものであった。
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の生活では水田は作物をつくるだけではなく漁携の場でもあったのである。矢吹町内で

は昭和三十年まで水苗代と称する通し苗代が盛んに使われており、水苗代には年中水が
はられていて苗代に使わないときでも時々うなった。ここにはドジョウがたくさん生息
しており格好の漁場であった。

池もまたしばしばいく場所で、大池に出かけたという人が多いが、地元の坂口池や新
池（中野目）、釜池（五本松）、入ノ沢池・子八清水池・長命池（田内）などにも出かけ
ている。水源に乏しい矢吹町では小さな溜池がいたるところにあり丁寧に管理されてい

種イ、フナ、ライギョ、ハヤ（アカハラ）、ヒガイ、セイ、ダギポウ、ウナ

矢吹町内でとれる魚は淡水魚に限定されているが種類も多くはない。．

て、これを利用して魚を育てたりもしている。
魚

ギ、ナマズ、ヤツメウナギ、ドジョウ、カジカ、カンペなどの魚類のほか、エビ（ヌマ

１１‐Ｉ

懲醗

漁具といってもほとんどは手づくりのものであった。釣竿のほかにこのあたりでよく聞くのはガッキンポウとか
ジャキンポウと称する音の出る道具で魚を追うのに使う道具であった。ヒャシバリ、ヒタシバリ、シタシバリな

たとえば川の流れにこの網を仕掛け、網が倒れないように土手の土で押さえておく。そのうえで上流から左右に足を広げながら

を装着したものである。現在はビニールパイプ製で四角な網を装着したものが売られている。この網はいろいろな使い方をする。

一一一角網は矢吹町ではどこでも使っていた。細い若木を半円に曲げ、手元のところを竹にした枠に一一一角錐の形の麻糸の細かい網

稚魚が餌を求めて寄ってくるのでササモダはここをねらってしずめるとよい。

こは草むらになっていてカッパッコという浮き草やジュンサイが浮いている。こうしたところには、エビをはじめコイやフナの

をいれながら池からあげてササモダをぱさぱさ振ると、隠れていたエビが落ちてくる。溜池にはカマチというところがありｙそ

きあげやすいように三、四メートルくらいの縄をつけておく。エビをとるときには土手から静かに縄をひき、ササモダの下に網

秋にはエビもよくとった。エビは篠笹を束にしたものを二か所くらいしばったササモダというものをつくり池に沈めるが、ひ

ところに沈めておくとドジョウは餌につられてドウにはいる。

には内側に反るように返しをつけた道具である。中にはタニシをつぶして米糠やニラをまぜた餌をいれておき、ドジョウがいる

底に浸しておくものでナマズやウナギをとった。ドジョウドウは篠竹の皮をむき四合ピンくらいの大きさの円筒形に編み、底部

をあげている。ヒタシバリというのはパン糸ともよばれる木綿糸に、一佇仔ルくらいの間隔に鯉針をつけ、針にミミズをさして川

道具としてはヒタシバリ（浸し鉤）、ドジョウドウ、三角網、ジャッキンポウ、ドジョウブチバリ（どじょう打ち鉤）、ハケゴ

明新のＦさん

、７魚などをとる方法は同じ呼称でも、人によって若干異なる点もあるので一人ひとりの話をそのまま記述する。

（二）魚をとる方法

るのはガラス箱であった。

網には三角網、投網などがあったが、一一一角網はさまざまな漁に使う。ほかにも突き漁に使うヤスがある。それとセットで便われ

で買った。ドウに似たものに竹筒がある。ドジョウは最も多くだれでもとった魚でドジョウブチ（打ち）バリでとることも多い。

どという仕掛けも広く使用されている。ドウはハケゴともいい、ドジョウをとるのに使う。以前は篠竹でつくったが後に雑貨屋

漁具

■りくなって、子どもたちの生活は水辺から次第に遠のいていった。

も工場排水で汚染されるようになった昭和四十年代になると、どこにでもいた魚介類は激減し、水にはいって遊ぶこともできな

エビ）、シジミくらいである。この中ではカジカやドジョウがどこにでもいた魚であった。しかし農薬を使うようになり、河川

写真66】串（ユグシ）に刺してやくハヤ

水をかき回してすすむと、泥と一緒に小魚やエビが下流に逃げて三角網に流れこむので、網をあげゴミをとり去って獲物だけを
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とる。

ＵＪｗ。咄ｎＵｆｌⅡ几皿■Ｐ２Ｉｑ

ジャッキン棒は魚を追い出す道具である。四角い座金を五、六枚をつけた金具を直径一一一、四袴ｒくらいの太さで背丈ほどのス

ギの棒にカブッとよぶ口金を使ってとりつけたものである。ジャカジャヵと音がするのでジャッキン棒とよんだ。ジャッキン棒
で音を出しながら川や堀の草むらをつっ突いて魚を追い出す漁に用いる。三角網を下流に仕掛けて上流からジャッキン棒で突い

たり、冬は舟の上から氷の下にいる魚や岸辺の草むらをジャッキン棒で突いて魚をとった。舟の棹にもなるし深みで泳ぐときの
支えにもなったので子どもたちは夏になるとジャッキン棒を使って毎日のように水遊びをした。
ヤスもよく使った。縦長の箱にガラスをはめて松脂やパテで密封したものをガラス箱という。これを片手に持ち、一方にはヤ

スを手にして深みでは上流に向かって足だけで泳ぎながらガラス箱で川の中をのぞいてヤスで魚を突く。ヤスで突くのは比較的
大きな魚である。

水苗代は一年中水をはっておき苗を育てる苗代としてだけ使う田んぽである。水苗代にはドジョウが多く生息しているのでよ
くドジョウをとる。｜○注し仔ルくらいのブリキに、五褐トルくらいの間隔で長さ五徳杼ルほどの刺し針をつけ、これを篠竹の先に松脂

で固定させる。これをドジョウウチバリ（針）とよび、夜間水中で眠っているドジョウを刺してとる。とった小魚などは口が広
く首の部分をくびらせたハケゴと称している腰にさげた篭にいれる。
中野目のＯさん

テンカラ釣り、ヒャシバリ（浸し鉤）、ドウを使った。テンカラ釣りは阿武隈川の瀬で暗くなるころにおこなう釣りで毛ばり
をつけ、毛ばりを流しながら瀬をさかのぼっていく流しばりの一種でハヤ、ヒガイなどをとった。ヒヤシバリにはチョウビとイ
ッポンピとがある。チョウビは長さが五メートルから六メートルのパン糸に、一メートルおきに七○袴膨ほどの糸を四本くらい

結び、その先端に鉤をつける。鉤には太いミミズをつける。パン糸の一方を大きな石に結んでおいて、一方の端も石に結わえて
川の流れに仕掛けておく。イッポンニ本）ピも同様に仕掛けておくものであるが、鉤は一本にして木に結んでおく。ヒャシバ

リではセイ、ナマズ、ウナギ、コイ、ライギョなどをとった。

ドウはウツボともいう。ドウの中にニラ、米糠、ツブの中身をいれて田んぽの中の尻水口や用水路の口に夕方仕掛けてドジョ
ウをとった。ドジョウは夕立などがあって水が出ると流れをさかのぼるので、そういうときは水口の側を向けて仕掛ける。これ
をノポリドウといい、天気のよい日にはそれとは逆にクグリドウに仕掛ける。水苗代にもドジョウがいるのでドウを仕掛けたり

もするが、水苗代に仕掛けると田の持主がドウごと鍬でうなったりすることもあってドウがだいなしになるので、水苗代ではド
ゥではなくドジョウブチをすることが多かった。ドジョウは夜に動かなくなる。そこで夜に松の根を割ったタイマッのカガリ火
をたきながら、ドジョウブチバリでドジョウをとる。ドジョウブチではドジョウが五合から一升もとれた。

ガラス箱で川の中をみながらカジカ突きをした。カジカは泳ぐのが遅く石の下に隠れていて、そこから出ると近くの石までし

か逃げないのでガラス箱でのぞきながら石をどかし、出てきたところをヤスで突く。ほかにもヤツメウナギ、カジカに似たダン
ギポウ、ヤッメ
ギポウ、ヤツメウナギなどもヤスで突いた。
中畑のＳさん

昼間はヤスでコイ、フナなど比較的大きな魚を突き刺す。これをヤス突きという。ヤスの針の長さは一○袴杼ルくらいで、長い

竹の柄をつけておく。夜間は水苗代にいきタイマッを焚きながらドジョウウチバリでドジョウをとった。ドジョウは夜になると
動きが止まるのでそこを狙ってうっ。ドジョウウチバリは棒に七から八徳膨くらいの針が植えつけてあり店に売っていた。その
い出した。

棒を篠竹にとりつけ一メートルから一・五メートルくらいの長さにしたものを使う。Ｓさんも音を出すジャキン棒を使い魚を追
田内のＫさん

池のエビもよくとった。池の中に縄でしばった葉のついたままのスギの枝を沈めておく。エビはそこに集まるのでエビが集ま
ったころをみはからってスギの枝をあげ、網ですくう。
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１．

三城目のｏさん
シタシバリ（得
シタシバリ（浸し鉤）をよくした。八○徳仔ルくらいの篠竹に五○徳仔ルくらいの長さの木綿糸をとりつけ、糸の先端には大きな

鉤をつけ餌をつけたものを川に投げこみ、竹は川くりに深く刺して流されないようにしておく。夕方仕掛けて朝にそれをあげる。
ドジョウはドジョウドウでとる。ドジョウドウは雑貨屋で売っており長さが一一一○袴杼ルくらい、直径は太い方で一○袴仔ル程度。タ

ニシを潰して撰んだニラと混ぜたものを中にいれておき、返しのない方には藁を詰めておく。田んぽのしり水口に何本もかけて

おいて翌朝あげると一つのドウに一○匹もはいる。何本もドウをかけると結構な量がとれた。

シジミは砂地のようなところに生息している。ジョレンのような道具で砂をすくってとったりもするが、子どもたちは川には
いって足で砂をかき回したりしながらとったものである。
根宿のＧさん

ジャッキン棒で魚とりをした。ジャッキン棒はスギのナガ（棒）に座金のついた金具をとりつけた一・八メートルくらいの長

さの棒で、堀に一一一角網を動かないように固定し、士手の上からジャッキン棒で草むらを突きながら下流にくだってくる。逃げた
魚が下流の網にかかる。雨が降って外仕事ができないようなときによくやったという。竹筒も使った。これは唐竹（真竹）を切

已リリ節を残して筒状にする。あいている方には釘などで返しのようなものをつけ、中に餌をいれてひもをつけ夕方沈めておく。餌
にひき寄せられて竹筒の中にはいった魚が身動きできなくなっているので朝ひきあげる。シジミも川の砂地にたくさんいたので、
掘ってよく汁の具にした。ドジョウは売りにもきた。余分にとったドジョウはハケゴにいれて小遣いかせぎに売りにきたもので
あった。

集落で春におこなう道普請の後の酒宴の席で、集落内の堀のセリをして

根宿では昭和四十五、六年（一九七○、七二に圃場整備されるまで、

（三）堀や池のセリ、カーガリ
堀のセリ

■ｙいた。根宿には堰堀、中田堀、畠ヶ堀、馬洗場堀などがあり、それらの堀の長さを区切
って区長がセリをする。魚がいっぱいとれるような場所は値が高かった。田んぽで水が
必要でなくなった秋に泉田川の堰を抜くことになるが、堰を抜いたときに春のセリで競

り落とした人は各堀で捕った魚を自分のものにする権利があったので、何人かの人に手
伝ってもらってその場所で魚をとった。時期は秋の祭りの前あたりになる。たくさんと
れた場合には串に刺して焼き、ダテマキと称する藁を束ねたものに刺して保存しておい
た。

っている）などがある。こうした池の水の受益者を「池下（いけしたとというが、池下の世話役の人が池

いする。池抜きは秋の稲扱きとスルスヒキが終ってからの作業であった。タテとについているドロハキの上を抜いておこなうが、

を抜くかわからない。そのため池の世話をする人を決めるためにセリをするようなものだったので安い価格に落札し世話をお願

（樋）を抜いてまっすぐ集落に水が届くようなところにある池は安い価格で競る。こうした池は防火用水として使うのでいつ上

利があるので、池が大きいと魚も多く飼えるし大きな儲けにもなる。小さな池の場合は複数ではなく一人で落札する。また上

五人とか一○人のナヵバで何年間かの契約で買う。落札した人はその池を管理しコイを放し池抜きをするまでの期間飼育する権

年ではなく池に泥がたまったころをみはからっておこなう。区の総会の後で池セリをおこなうが、大きな池は一人では高いので

どめ（池の水を溜めるために池の栓をする）池抜き（池の水を抜く）の日にちなどを決める。池抜きをして泥流しをするのは毎

池セリと池抜き

』明新でも区で池の管理をしていた。大池、山迫田池、松葉池、一一一つ池（蟹沢池、亀池など一一一つの池がつなが

【写真67】ダテマキに刺した魚

320

3２１

第二章生業と生産

第二筋山仕事と川漁

＆

その日にちは世話人が天候の具合で判断する。決まると池抜きの触れをまわして泥流しをしてカーガリをする。カーガリは旧暦
九月九日の秋祭りのころと決まっており、年によっては寒くなり火を焚いて暖をとりながらおこなうことも少なくなかった。池

や堀にたまった泥を流す維持管理の作業でもあり、水路や溜池の受益者あるいは集落から人が出ておこなう共同

この地方では堀や池を干してバケツで泥を渡い小魚を捕る行事をカーガリ（川狩り）と称している。これは溜池

は水の利用だけではなくコイの養殖をする上でも重要な場所であると同時に、セリで得た財源は区の重要な収入源に組みこまれ
ていた・
カーガリ

作業である。

中野目は天水場が多かったのでそうした田んぽは溜池に用水を依存していた。中野目でも溜池は区で管理しており、池の管理
に関しては区のおきてがあった。池のセン（栓）の開け閉めなどは区長の権限になっている。区で管理している池は三つあり、

区ではこれらの池にコイの稚魚などを放して飼育していた。一つの池には稚魚、別な池には育った魚というように使っていたが、
毎年カーガリをする。カーガリは十月二日の祭りの一一、一一一日前になると区長が「カーガリやつぉ－」と触れを廻す。カーガリに

は区の人たちがショイカゴや大旅、バケツなどを持って集まり水を抜いた池にはいってドロモミをする。ドロモミとは池にたま
った泥をかきだしたりする作業で、そのとき大きく育ったコイもとる。ドロモミの後、コイのほかにも捕った魚は戸数割りにし
であった。

平等に分配するが、それでも多い少ないがでるのでくじ引きをしてその順にわけたものである。コイは秋祭りにご馳走したもの
明新などでもカーガリでとった小魚は砂糖と醤油で煮て食べるが、とっておくとニコゴリになりことにおいしかった。特に秋
祭りにはどの家でもカーガリでとった雑魚を煮たものを出すものだった。煮ものはあまり日持ちがしなかったので、後になって
雑魚を煮たものを天ぷらにするのがはやった。

第三節畜産

せり

産稠の飼育は古く、近世には［ロ河地方は田村地方と並んで馬の産地として有名であった。白河藩は産馬を奨励し耀
駒制によって馬市を創設し、領内の良馬の買あげや種駒の貸しつけ、馬代金の貸しつけなどの政策を実施して藩

明治一一十三年（一八九○）福島県の「農事調査』は次のように記している（県庁文書）。

の殖産政策の一つとして力をいれた。各村には「駒付役人」をおいて領内の産馬を掌握していた。

馬

馬
本郡産馬法ハ領主丹羽長重寛永六年始メ法ヲ設ヶ官金ヲ以テ買上貸付以降代々領主之ヲ続キ文政六年阿部家移封少ク其法ヲ更メ慶応三
年同家封ヲ棚倉二移スト共一一該業廃滅二帰ス同四年代官森孫三郎産馬業欠ク可カラサルヲ知り再上旧法ヲ興シ産馬業ヲ奨励ス其後明治五
たれうま

（あらぴあ）

年本県令安場保和当白河町八田部才助ヲ撰抜シ元米村外十三ヶ村ノ戸長トシ諮問スルニ産業ヲ以テス才助産馬業ヲ以テ上申ス官之ヲ許可

シ殊二資本金三千円無利子ヲ以テ貸付セラルーハ年胤馬トシテ亜刺比亜馬一頭ヲ貸付同七年他郡ト共二須賀川産馬会社ヲ共立シ産馬繁殖ヲ

兵衛ヲシテ父ノ業ヲ続カシム明治廿二年本郡ハ須賀川産馬支社ヲ置キ本社ト経済ヲ異ニシテ来タ諸事整理セサルモ是レ産馬業拡張二出タ

資金トシテ貸付セラル十年才助病死是ヨリ同人ノ職ヲ奉スル本部ノ西部ニ在リト□も其徳ヲ受ケタルハ管内二産馬二及ヘリト云う其子五

羽御巡幸之際旧白河城内二於テ産馬百頭ヲ率出シ天覧二供シ為メニ金三拾円飼馬料トシテ賜フ同年尚官ヨリ金千九百九拾三円ヲ産馬

謀ル尚資本トシーア金六百円無利子ニテ貸付セラル爾来才助老体ヲ不顧益々該業二従事其成蹟著キヲ以テ銀盃ヲ以テ賞セーフル同九年六月奥

（ママ）・
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第七章いのり．まつる

第一節神社・小祠と神まつり

矢吹町の神社と小祠
りやく

である。従って、矢吹町の人々が、どういうご利益を求めて神を信仰したかは、できるだけ多くの神社や小祠をさがし集めるこ

ニコロワ神社にはそれぞれ社名があって、その社名からある程度、まつられる神と、その神の性格．ご利益が推定できる。小祠も同様
とによってわかってくる。ただ、社名は、以前とかわっている場合が少なくない。社名の変更は、明治新政府によって実施され

た神仏分離のときが大部分であるが、このとき、個々にまつられていた神社や小祠が、ほかの神社の本殿にあわせまつられるこ
ともあった。また、ほかの神社境内に移され、末社とされたものも少なくない。従って、人々が、社・祠とそこにまつられる神

に寄せてきた信仰をより詳しく知るには、過去にもさかのぼってみていく必要がある。

なお、いうまでもないことであるが、神は、岩穴や大木の洞にまつられていたり、樹木や岩・石そのものも信仰対象になるな

ど、神のまつり場は多様である。矢吹町の人々がさまざまなところに、神をまつり、祈ってきた奥深い信仰の世界がある中で、
ここで扱うのはその一部である。

宗教法人認証の神社

飯成神社

’十八年から同二十九年にかけて、宗教法人の認証を受けた神社は、次の一七社である。
矢吹町の神社で、昭和二十八年か．
’須乗字宮崎
大綿績神社
二明新字屋敷耕地大綿績神一

三柿之内字宮下熊野神社

三光稲荷一
三光稲荷神社

五一一一城目字上町御霊神社

四柿之内字屋敷Ｌ五龍神社
六矢吹字大池

九明新字子柄

八堤字神内

住吉神社

住吉神社

住吉神社

七須乗字一本木諏訪神社

一○大畑字住吉

二神田字北宮崎白髭神社
一二松倉字諏訪清水近津神社
一三中畑字根宿、八幡神社

564
565

第七章いのり．まつる

、
第一節神社・小祠と神まつり

一四中畑新田字石川南八幡神社
一五大和久字西後日吉神社

矢吹神社

一六中野目字天王屋敷八坂神社
一七矢吹字西側

以上の神社は、大正四年編纂の「西白河郡誌」や、同十二年編纂の「岩瀬郡誌」にあげられている、旧村を代表する神社であ
る。

三神地区の飯成神社・御霊神社・八坂神社、中畑地区の近津神社・八幡神社、矢吹地区の五龍神社・日吉神社・矢吹神社は旧
うがのみたま

村社であった。そのほかの神社も、旧小社とされていた各地の鎮守である。
とよたまひめわたつみのかみ

これらの神社のうち、飯成神社は、祭神を倉稲魂命とするので、穀物の神をまつる神社である。

大綿績神社は、祭神を璽早玉姫命とする。重二王姫は、海神の娘である。大綿績神社は、旧竜神と称したが、改称した社名は、

海神の読みをあてたのであろう。同名の神社は石川町にもあり、同じく豊玉姫を祭神とし、旧竜神と称したという。竜神は、水
いざなぎのみことはやたまのおことさかのお

の神ということであろう。阿武隈川の沿岸に位置している。

柿之内の熊野神社は、伊弊冊尊、速玉男命・事解男命を祭神とする。地方の熊野は、この一二神を祭神とするものが多い。
柿之内の熊野神社は、伊弊冊尊、速玉南
御霊神社の祭神は、村岡小五郎忠道と鎌倉権五郎景政という。「西白河郡誌」は、忠道を景政の祖父かと考察している。景政
御霊神社の祭神は、村岡小五郎忠道と）

五龍神社の祭神は、熊野神社と同じ、』
、ｙ五龍神社の祭神は、熊野神社と同じ、伊弊冊尊と速玉男命と事解男命という（「岩瀬郡誌」）ので熊野系の神社であろうか。

えんこん

は平安後期の武将という。後三年の役のとき源義家軍に属し、清原武衡軍と戦い鳥海三郎に眼を射抜かれたが、これを討ったと
は平安後期の武将という。後三年の役のし
いう剛勇の人物として語り継がれている。

御霊神社の御霊というのは、たたりをなす怨魂のことで、その怨魂が疫病などを流行茎（」せると考えられていた。そのため、怨
魂のもととなっている人物、例えば菅原道直をまつって怨魂を鎮めたり、あるいは鎌倉権五郎のような剛勇の武将をまつれば、

やざかとめの

諏訪神社は、建御名方命を祭神とするが、全国の諏訪社の総本社は長野の諏訪大社である。建御名方刀美神とその姫八坂刀一元

たけみなかた

三光稲荷神社の祭神は倉稲魂命で、五穀の神である。

怨魂の災いを防ぐことができると考えられた。御霊神社というのは、災い、特に疫病除けの神社であるｐ

かみ

神を士｛つるが、
、ｙ神をまつるが、この神は諏訪の開拓神という。また諏訪信仰には、竜神信仰、風神信仰があるという。
なかつつのお

住吉神社は、 大字堤と明新と大畑にある。

堤の住士ロ神社の祭神は中筒男命という。住吉神社は、全国に一一千数百社あるというが、海上の神、文学の神としての信仰のほ
かに、農耕守護の神という性格も普遍的という。

堤の住吉は、もと一一一宝荒神と称したと「西白河郡誌」にあるが、これが住吉神社と改称した理由はわからない。一一一宝荒神は、
一般的には火の神として屋内にまつられるが、屋外では屋敷神や氏神のほか、村の神としてもまつられるという。
明新の住吉は、住吉一一一神の一つ中筒男命を祭神にするという。もとは垂迩宮という名称であったという。住吉の神の性格は前
明新の住吉は、伜
述のとおりである。
さるたひこ

大畑の住吉神社も、祭神は同じである。

［口髭神社は、猿田彦命を祭神とする。旧称は白髭大明神という。福島県内では、この社名の神社は数少ない。白髭神は、高句
麗系の神ともいわれるが、一方で洪水を白髭水というので、水に関係する神か。阿武隈川の氾濫原に位置している。
あじすきたか

近津神社は、旧称が甲大明神という。有名な近津神社は、棚倉町の馬場と八槻の近津神社、現都々古別神社であるが、近津は
ちかつ

千勝につうじ、武神の性格を強く持ったときの名称である。棚倉の近津神の基本的な性格は農業神で、祭神１，農耕の神、味報高
ひこね

ほむたわけ

彦根神である。松倉の近津社ｊ、味紹高彦根を祭神とするので、この神社は、農業の神、武の神の両性格を持つと考えられる。

八幡神社は、中畑の根宿と中畑新田にあう○・両社とｊ、、誉田別尊を祭神とする。八幡神社は、代表的な武神の一つで、特に中
世以降武人守護の神、戦の神としてまつられた。根宿の八幡は中畠氏の居城館山にまつられている。中畑新田の八幡は、中畑か
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る

わら勧請三」れた神社という。
おおやまくい

り日吉神社は、山王寺という真一一一一口宗寺院に隣接する神社である。祭神は大山咋命。山王寺と日士ロ神社については、山王寺の項で
いりも述べてあるが、日吉神社というのは、本来、比叡山（滋賀県）の地主神であり、比叡山に建てられた延暦寺とその宗天台宗の

の

憧護法神である。山王は日吉神社をいい、山壬社ともいう。山王寺は本来は天台宗で、隣接する日吉神社はその守護の神社であっ

第
すきのお

ごず

’たと思われる。滋賀県大津市の日吉大社は、全国の日二口（枝）神社、山王神社の総本社で、祭神は大山咋神である。

八坂神社は、素蓋鳴命を祭神とする。旧称は天王であるが、天王というのは、牛頭天王のこと。牛頭天王は、素蓋鳴と同体と
される。牛頭天王は、インドで祇園精舎の守護神であったという。日本では、疫病除けの神としてまつられた。平安時代、京都
八坂にまつられた祇園社（現八坂神社）に疫病除けの信仰がおこり、全国にもその守護神牛頭天王を疫病除けの神としてまつっ

た。八坂神社という社名は、祇園社が八坂にまつられていたことによる。神仏分離後、旧祇園社や牛頭天王社が八坂神社の名称
になった。天王社はまた、八雲神社の名称にもかわっている。

矢吹神社は、旧牛頭天王（祭神素讓鳴命）と旧八幡宮（祭神誉田別尊）、それに旧御霊社（祭神鎌倉景政）の一一一社を明治元年
にあわせて誕生した神社。従ってこの神社の性格は、合祀された一一一社の性格をあわせ持つと考えられる。特に、天王社と御霊社
は、ともに疫病除けに利益があるとされるので、矢吹神社には、この両神社の性格をあわせ持つであろう。牛頭天王と素霊鳴に

以上、宗教法人に認証されている、矢吹町の主な神社について大まかにみてきた。これらの神社の信仰上の主な性格、あるい

、Ｖついては、中‐野目の八坂神社の項、御霊社とその祭神鎌倉景政については、一一一城目御霊神社の項を参照のこと。
は、勧請祭祀の主な目的などを推定すると、次のようになろうか。

一七社のうち、一一一城目の御霊社、中野目の八坂神社、矢吹の矢吹神社は、病除・疫病除を期待された神社であろう。中畑と中

畑新田の八幡神社は、武神些して戦勝への期待、ひいては、領内安全が期待された神社であろう。近津神社も武神の性格をひく
が近世にはむしろ五穀の神、農業の神であったろう。

日吉神社は、山王寺の鎮守、護法神として勧請された神社と思われる。須乗の飯成神社、矢吹の三光稲荷は、五穀の神、農耕
の神であろう。近津神社も前述のとおりである。

明新の大綿績（大綿住）神社や須乗の諏訪神社、白髭神社などには、龍神的性格がみられ、水に関する願い、期待があったろ
性格がみられるというので、やはり、農耕神として期待された神社であろうか。

矢吹町の主な神社から全体的にみれば、農業に関係する神社が多いように思う。主要な山の神系の神社がないのも、平地の多
い矢吹町の地形と関係があろう。

二中畑・一二神・矢吹の神社と信仰
（｜）中畑地区の神社・小祠

中畑地区の神社では、根宿の八幡神社、大畑の住吉神社、松倉の近津神社（以上、現宗教法人認証の神社）のほか、「白河風
記一松倉村の項に天王社、愛宕社、山神社、八幡宮、稲荷社がある。
土記」松倉村の項に天王社、愛宕
１八幡神社（根宿）旧村社

この神社については、一で触れたように、根宿の館山に鎮座する神社である。中畑尋常小学校「郷土誌」（以下中畑「郷士誌」）

や「西白河郡誌」によると、旧八幡大神と称していたが、明治二年に現社号に改めたとある。中畑「郷士誌」には、康平年間
二○五八～六五）に、源頼義が、大熊森へ勧請した神社とある。

この神社に関する資料は、二明暦二年（’六五六）の「定石河郡中畠村申之物成米之事」（『矢吹町史」第２巻）が古い。これに
「八斗五升八幡御供田」とある八幡は根宿館山の八幡であろう。寛文三年（一六六三）の、同じく中畑村の「寅之御物成米之
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事」にも、「同壱石壱斗
八幡供田一一引」とある。
元禄五年（一六九二）に、
中畑村の寺社とその除地

（年貢免除地）を書きあげ

た「覚」Ｓ矢吹町史」第３
巻）には、

神様以来御免許

田壱反歩本多能登

太夫

一正八幡宮寵駅神主勘

とある。

写真3】八幡神社（根宿）境内小祠

飯豊山／明治三十一年旧八月吉日
湯殿山／講中安全
月読尊／十八人

なお、この社のある地は、観音山とも称しているが、社のある平地の右から少しあがったところに、廃社になった観音堂地が

この八幡社地には、幹囲りの太い杉や樅がみられる。この地を社地としてから、歴史を経ていうのことがわかる。

もみ

石碑では、次のような銘文の碑がある。
石碑では、次のような銘文の碑琴

川町沢井）の孫、登の作工によるものである。

このほか、「正徳三年六月吉日」とある石製水盤、昭和一一一十八年に氏子一同が奉納した狛犬がある。狛犬は名工小林和平（石

とある。ほかは、弘化四年二八四七）と大正十年である。

奉献燈篭／正八幡宮神前／宝暦九年已卯八月

また、 もう一基には、

■▽とある。

奉造立燈籠／石川郡中畑村／岡崎甚兵ヱ光政／正徳三癸巳歳五月吉日

境内に四基の石燈篭があり、そのうちの一基には

一枚がみられた。八雲社というのは、神仏分離後、牛頭天王をまつる社・祠が改称した社である。

現在、』境内には、木製小祠二、石製小祠七のあわせて九祠あるが、そのうちの一祠に、八雲とある札四枚、牛頭天王とある札

げている。

明治以降に遷されたと思うが、中畑「郷士誌」には、八雲神社、庖瘡神社、淡島明神、雷神社、豊年尊神を境内末社としてあ

とあり、本多能登守氏から除地になったとある。

但社領高壱石壱斗、境内地、立壱丁横壱丁、竹木共二御守護

巳ワ｜正八幡宮称宜梅宮薩摩守

このころの八幡社は、四尺四方斥
四尺四方ほどであったらしい。また、寛保四年二七四四）の「中畑村寺社修験指出帳」には、

【写真2】八幡神社（根宿）社殿

ある。この観音堂地に、一一一十三観音順拝の記念碑や馬頭観音の供養碑がある。順拝記念碑には
奉納西国三十一一一所供養／安政四年丁已孟夏十有八日／光明院重意氏

とあり、馬頭観音の碑の一基には、
馬頭観世音／文久二戌四月／水戸角蔵

jilIb。

八幡神社（根宿）鳥居
写真
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とある。

２近津神社（松倉）旧村社
宗教法人認証の神社で、この神社については、一に述べてあ
る。

がいじん

かぶと

「白河風土記」は、康平年中二○五八～六五）源義家が阿部
貞任との戦いに勝って凱陣するとき、兜（甲）をこの社に納め

明治以後の状況については、「西白河郡誌」、中畑「郷士誌」

の鎮守で、二間に一一一間の拝殿があり、鳥居があると記している。

たので、里人が甲（兜）大明神というと書いている。また、村

鍵譲議

に、縦二間二尺、横三間の雨覆があった。

祭神は、味親高彦根命で、旧近津大明神の社名であったが、明治六年三月十五日に現社号に
改めたとある。

ある。

、７－球胡榊巍甥勧旧挿舸玉艀空鐇冠岫ⅧⅦ鯛帖緋池窪諫討群Ⅶ媚Ⅷ朏燗佳津Ⅵ梍鰊阯棡耐朏八祠

詮ﾆュ

そのうちの一祠は八雲という。
わら

祭神は、住吉神社に共通する中筒男命。
祭日は十月十四日で、信者（氏子であろう）は一九戸とある。

勧請は、明和四年二七六七）九月とあるので、比較的歴史の新しい神社のようである。
境内の末社は、稲荷神社（祭神倉稲魂命）、厳島神社（祭鋪
境内の末社は、稲荷神社（祭神倉稲魂命）、厳島神社（祭神市杵島姫命）、八幡神社（祭神誉田別尊）の三社をあげている。
現在、住吉神社には、石製の小祠が六祠、雨覆の中に木製の神殿と小宮が一棟ずつ納められている。神殿は、住吉神社である
現在、住吉神社には、石製の小祠が六祠、雨覆の中に木製

が小宮は確認していない。石祠では、銘文のわかるものが三
祠ある。年紀で古いのは明和八年（一七七二、ほかは新し

く大正十三年、それに「昭和三十六年旧六月吉日建之」の銘
文がみられた。

住吉神社の祭日は、春は四月二日で、秋の十月一一日は、宮
司が祝詞をあげる。祭りの準備やお参りする人も世話人くら

いという。昔は、呼び呼ばれしたという。秋祭りのときの幣
束とお札は、祭りの当日に間にあうように前もってもらう。
正月の札は、一週間くらい前にもらう。

このほか、六月十四日（今は月おくれ）に天王の祭りがお
こなわれる。十四日の晩に神社でお籠りして数珠繰りをし、

【写真8】住吉神社（改築前）
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【写真5】近津神社社殿

[写真6】近澤神社境内小祠

il li

祭日は、四月二日、六月十五日、十月一一日で、六月十五日には、草相撲がおこなわれる。神
社の一別には、藁を束ねてわくとりした土俵がある。

て、宗教法人認証の神社で一にも若干述べた。
大畑の住吉神社も、宗教法人認証の神匙

３住吉神社（大畑）
｜（大畑）

［
中畑「郷土誌」によると当時、境内は五五坪、神殿は方一一一尺で、方二間の雨覆、それに鳥居があった。
「西白河郡誌」、中畑「郷土誌」によるし

【写真4】近津神社鳥居

【写真7】住吉神社（現在
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祠村の青年（今は消防団員）たちが太鼓を打つ。お籠りした次の日は、石碑
小

八

この祭りは、天王のものであって、住圭口の祭りとはちがう。天王は、境

椥のあるところを回り、「おきご」と奏銭をあげる。
神

坂

内内の石の小祠の一つ、あるいは雨覆内の住吉神殿と並んでまつられる小宮
神

槻に牛頭天王がまつられていると思われる。「西白河郡誌」や中畑「郷土誌」

脾小祠の一つ、昭和一一一十六年の年紀を持つ祠には、「八坂神社」とある。八

館に記される、住圭口の末社には、天王社はない。雨覆内の小｛呂は、末社の一
期社とすれば、牛頭天王をまつるのは、石の小祠の中にある。この石製の六
坂神社の「八坂」は、京都の八坂に、牛頭天王をまつる祇園社があり、神仏分離で社名をかえ八坂神社としたがその八坂である。
旧祭神は牛頭天王である。おそらく、この小祠にまつられる天王の祭りが、住吉神社でおこなわれる祭りであろう。この天王の
せきそん

祠は関根マケの神様で、俗にキュウリ天王といい、キュウリをつくれなかったという。
境内の石碑には、一二猿をあらわす碑（庚申であろう）や石尊の碑（天保四年）がある。
境内の石碑には、
４根津権現社

、７中畑の根津権現は、同所の鈴木義光家の氏神というｑ氏神とはいいながら、この権現への信仰範囲は、神社に奉納されている
絵馬によると、白河町八百屋町（現白河市）、関和久（現泉崎村）、石川郡須釜村（現玉川村）、川辺村（同）、沢井村（現石川町）、
西蒲原郡小池村（新潟県）など、神社のある村域をはるかにこえるものである。

現社は、屋敷地内に小社があるが、昭和四十五年まで方三間で奥殿を持つ神社であった。老朽化により現地に建てかえたとい
○

この神社のご利益は、農作業、特に田植えによる手首の痛み（俗に「そらで」）にきくという。
「そらで」だけではなく、手足一般にきくとして知られているらしい。

根津権現に関しては、祭神や勧請の由来などを記す記録類がみあたらない。従って、この神社に

もりついては、現在の奉納資料から社歴や信仰内容を推測するしかない。

くらま

さて、この社への奉納品で江戸時代の年号を持つ鉄製の草鞍形一足をとりつけた絵馬には、「奉

納御霊前／安政五年七月吉日」の銘がある。また、絵柄が薄くてみえにくいが、彩色で鞍馬山の牛
若丸が烏天狗と相撲をとる絵馬に、「奉納／棚倉藩中／川上善内・山田鉄兵衛？竹内平助／嘉永四
年亥十二月吉日」とある。

これらの絵馬銘文の年号によって、鈴木家の氏神という枠をこえて信仰されていたこともわかる。

信仰の内容では、安政五年二八五八）の絵馬に、鉄製の草鮭形がとりつけられているので、足
について願いのある人の信仰を得ていたことがわかる。
その後、明治の奉納品と銘文を年代順にあげると、

【写真10】根津権現社「献額」

澪：

社内には絵馬のほか、ミニチュアの唐箕や万石、鉄製の剣や鳥居、赤や白の旗、千羽鶴、それに麻がらなどの奉納物が多い。

･フ

次のとおりである。
１鉄製草鞍（｜足）形をとりつけた絵馬。「奉納／白
河郡関和久／願主佐川友右衛門／明治五壬午年正月
吉祥日」

２三方に酒瓶一対を描く絵馬。「奉納／菩薩／明治十
九年七月十日」

３馬絵の絵馬。「奉納／寺内坪・願主・蛭田卯之吉／

【写真11】根津権現社「鉄草鮭」絵馬
【写真12】根津権現社「牛若丸」絵馬

■
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明治廿一戊戌旧四月廿六日」

三郎／明治三十八年十一月十五日」

り４鳥居・一二方を描き、これを正座して拝む和装の男子図絵。「征露凱旋／白河町字八百屋町・願主田村卯
の
い

６ミニチュアの唐箕、「奉納／石川郡須釜村阿部極／明治一二十九年七月」。唐箕・万石、「奉納／明治廿一一

とうみ

蝉５「手」字五○、「足」字五○を書いた絵馬。「奉納根津権現／石川郡沢井村・願主□とよ」
第

年十月廿六日／新潟県下西蒲原郡小池村百七十三番地平民渡辺良平」。

以上の中なら、信仰の内容をうかがえるのは、１と４と５であろう。中でも、５の手と足の字を五

○字ずつ書いた絵馬は、手と足の具合が悪い人が奉納したものであろう。その具合の悪い手と足の治

癒、快方を願って奉納したに違いない。このような手・足の字を多く書いて（よく年齢の数という）
願う手法は、薬師信仰にみられる。１の草鮭形を奉納した絵馬も、その願いは、足の悩みの快方を願
ったものかと思われる。同じような絵馬は、江戸時代末の安政五年にも奉納されていた。

この神社には、「そらで」にきく神社といわれ麻を奉納したり、奉納された麻を借りていく風習が
あるが、おそらく、手・足を良くするというのがこの神社の信仰のベースであったと思われる。当時、

ｎＶ手足の悩みを持つ人の多くは、農作業に携わる人たちであったろうから、その人々に信仰されてきた
ものと思われる。

一方で、４の絵馬にみられるように、戦勝を願う人もいたらしい。これからは、武神的な性格がう
一方で、
かがえる。

ところで、社名の「根津権現」という名称はどこからくるのであろうか。この社名は、江戸時代に、

江戸で有名になった根津権現（現在文京区根津に鎮座する根津神社）と同名である。中畑の社が江戸

時代に、江戸の根津権現を勧請したという証拠はなにもないのであるが、
江戸の根津権現を勧請した社と考えれば、同一社名の理由はとける。そう
だとして、江戸の根津権現がなぜ中畑に勧請されたか、その理由はわから

現根津の根津神社は、もと、駒込村の草わけ山下八左エ門らがまつって
うぶすながみ

いた神社で、その後、甲府藩下屋敷が近くにあった関係から、藩主徳川綱

童の長男（家一旦）が誕生した折、産土神ということで宮参りをしたという。
また、神社には家宣の胞衣塚がある。この関係から、根津権現は宝永三年

（一七○六）綱重邸宅の現社地に遷され、朱印五○○石を与えられ、以後将軍・諸従の信
仰を得たという。祭神は、主神が素蓋鳴尊で、本地仏は十一面観音、相殿は大山咋命（本
地は薬師）と品（誉）田別尊（本地は阿弥陀）という。
素蓋鳴尊は、牛頭天王と同体で、疫病に効き目のある神であり、また邪気を払い、農作
物の害虫を除く神としても信仰された。
相殿の大山咋命は、山神的・雷神的性格の神ともいわれるが、本地仏を薬師とするので

薬師の方をみれば、病治しのご利益が考えられる。
中畑の根津権現が、江戸の根津権現を勧請したのであれば、その祭神と祭神が信仰に叶

えるご利益も共通するとの考えができる。そうだとすれば、中畑の根津権現のご利益も、
ふえん

治病がベースではなかったかと思う。中畑の神社の場合、「そらで」にきくということか
ら、手利きの神へ敷桁したのか、唐箕や万石など農道具の奉納もみられる。道路に面して

榔脚鱗懸鱸
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【写真13】根津権現社「征露凱旋」絵馬

写真14】根津権現社「手・足字」絵馬
【写真15】根津権現社入口献燈
【写真16】根津権現社

■７ない。
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、

三メートルをこえる弘化四年（一八四七）奉納の石燈籠があり、近郷の村々の人たちの寄進であることがわかる。

一方、奉納された絵馬に棚倉藩士の名がみられることから、武家の信仰があるのは、江戸の根津権現が、将軍・諸従の信仰を
得た神社であったことと関係するのであろう。

（二）｜｜｜神地区の神社・小祠

三神地区は、神社が多い。現在、宗教法人の認証を受けている神社も多く、須乗字宮崎の飯成神社、明新字屋敷耕地の大綿續

一一才‐‐壁

（大綿住）神社、三城目字上町の御霊神社、須乗字一本木の諏訪神社、堤字神内の住吉神社、明新字子柄の住吉神社、神田字北
宮崎の白髭神社、中野目字天王屋敷の八坂神社など八社がある。これらについては、一でも触れている。
右の神社のうち、飯成神社、御霊神社、諏訪神社、八坂神社は、旧村社であった。
このほか、文書、「白河風土記』、「西白河郡誌」などから拾うと、三城目に、稲荷社、姪子
社、八幡宮、牛頭天王社、近津大明神、岩清水八幡宮、白山権現社、愛宕社、淡島社、石尊神
社、陣五郎稲荷神社、明武神社、熊野権現社、市神神社など一四社、明新に牛頭天王神社、雷
神、天満宮、岸明神など四社の、計一八社確認される。
１飯成神社（須乗新田）旧村社
飯成神社は、一で触れたように、倉稲魂命を祭神とするので五穀の神、稲荷神であろう。

「西白河郡誌」や三神小学校「郷土誌」（以下一一一神「郷土誌」）によると、旧正一位飯成大明神
あまおおい

といい、明治三年一一月現社号に改められた。当時、’’三坪の境内に、縦一尺七寸、横二尺の

しやくじよう

Ⅶこの神社の「ワダッミ」は、「海神」からきており、祭神の豊玉姫は、海神の娘であること、

慶

神殿と、これを覆う縦一間半、横一間の雨覆、それに拝殿（｜二間に一間半）、鳥居があった。
祭日については、「祭日ハ、九月九日ナリシガ、一村ノ祭統一ニテ、十月十七日トナル」と

ある。祭日の統一は、御霊神社の項に、昭和五年とある。その理由は、「経済不況ノ折柄」と
ある。氏子は一○戸とある。

現神社は、雨覆の中に木製の神殿があり、前に一一一問に二間ほどの拝殿がある。神殿の前に、

小祠４「弘化四未年十一月／村中世話人坂路喜平」

小祠３「天保十二丑九月吉日」ほか人名

小祠２「天保十年六月五日」

愛宕の祠であろう。愛宕は本来将軍地蔵であるが、錫を持つ地蔵をあてる例もある。

一）のほか一一名の名が刻まれている。祠の中に、錫杖を持つ石の地蔵がみえる。おそらく、

小祠１「元禄十一戊寅八月廿四日」

境内には、石製の小祠が五祠あり、それぞれ次の銘文がある。

沢山納められている。

六）の額があり、「正一位稲荷大ｎｕ」と読める。また、「古峯神社講中安全御祓」の木札が

■ｙ一対のきつねの置物があり、中には、鉄製鳥居や剣が納められている。奥に文政九年二八二

つ

り小祠５「明治四十三己酉年旧六月十五日建之／塩沢幸之助」

まこのほか、境内の水盤に、「奉納／明治四十二年六月八日」とある。
神

と２大綿績（大綿住）神社（明新）旧村社
祠

柵また、この神社の旧称を竜神とするが、竜神は水の神であろうということを一で述べた。大綿

淵績神社に関する江戸時代の記録は今のところみていない。

第
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【写真18】飯成神社小祠

【写真19】大綿績神社（明新）
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る

わ大正四年の「西白河郡誌』によると、当時の神殿は、縦一尺五寸横一一尺、
り神殿の雨覆は、縦一間半に横一間であった。祭日は十一月一一一日、信者は一一一戸

いとある。竜神という旧称を現社号にかえたのは、明治二年とある。以上のこ

の

大工円谷勝之亟

明治一一一十四年一月十二日円谷佐十

円谷格助

内藤常吉

（裏）神主赤塚多仲敬日神社惣代人渡邊福蔵

（表）奉修覆小社大綿住神社本殿

大綿績神社神殿内に、修履の棟札があり、次のように記されている。

渡せる眺めのよい場所である。

この神社は、大石が露出する岩山の上にある。山頂からは、阿武隈川も見

であったと記す。

隙とは、一一一神「郷士誌』も同じであるが、十一月一一一日の祭日は、もと九月九日
第

■ロブ
部落安全守護當部落区長菊地常吉

このほか、「奉修大綿績神社拝殿屋根葺換／昭和三十九歳十月一日吉祥日」

の屋根葺換棟札がある。
岩山には、石製の小三
石製の小祠が四祠あり、それぞれ次の銘がある。
一つには、「享保二十
「享保二十年卯十一月吉日／光秀（ほか一一名分の名）」、ほかの三祠は、いずれも同年同銘で、、「昭和十一一年旧九月

九日／村内安全」とある。

かんじよう

大綿績神社の前に比較的大きな杉があり、これに、熊野講で使った千本杵五本が立てかけ
てある。

じようみ

祭日はＹ九月十八日と十九日であるが、この日は、忠通と景政の忌日という。また、忠通

にまつられたとある。

の後康治二年（一一四一一一）九月十八日、景政が亡くなると、その霊も鎌倉より遷した御霊宮

竹貫鎌田の城主となったとき、鎌倉の御霊宮を一一一城目に移し、現在地南台山に勧請した。そ

れ、御霊宮の号が与えられた。｜方景政は、常州の二郡と当国（奥羽）の五郡を与えられ、

（後三年役）、景政も戦功があった。その後忠通が亡くなると、その霊は鎌倉長尾郷にまつら

をまつる神社。忠通は清原氏（奥羽の豪族）の乱平定のため源義家軍の副将軍として戦い

それによると、三城目の御霊神社は、村岡小五郎忠通とその子（別説によると孫）景政の霊

「白河風土記」に、鎌倉権五郎景政伝説をとおした御奉一垂神社勧請の由来が記されている。

もり３御霊神社（｜｜｜城目）旧村社

つ

りは、江ノ島の弁才天の化身ということで、十月上巳（十月はじめの巳の日）を御霊｛呂の祭り
まにしているとある。

神

、

一爪

肚御霊社の霊験については、武門の守護、善はたすけ、悪を罪するなどのほか、復澤書の願・
社

Ⅶ眼病者の願にききめがあるという。
神なお「御霊」ということについては一に述べたとおりである。また、御霊神社に隣接する

刊景政寺は、御霊社の別当で、神仏分離までは一体であった。その景政寺については、第三節

第
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【写真20】大綿績棟札（表
大綿績棟札（裏

【写真２
写真22】御霊神社（三城目）参道
【写真23】御霊神社拝殿

ｲ

一一、（一一） 三神地区の寺院で述べてある。
ずいり

さて、
さて、「白河風土記」編纂当時の御霊社は、本社（本殿）が六尺四寸、これに続く幣殿は、東西二間、南北九尺、さらに拝殿

は、東西一一問、南北四問三尺であった。そして、これらの建物を囲む形で瑞離（鯨緩舳）が回されていたらしい。

その後、大正四年の「西白河郡誌」には、神殿が一・問五尺に一間三尺、拝殿は二間に四問半とある。また、境内に末社として

遷された社として、八雫一云神社、正八幡社、皇子八幡社、近津神社、愛宕神社、稲荷神社、西宮神社、熊野神社の八社をあげてい

や７つ

る。いずれも明治二年に遷されたとある。これら八社については旧称・旧社地あるいは勧請由来などを記しているが「白河風土
記」ほかの資料を加えてまとめると次のようである。

１、八雲神社祭神は素蓋鳴命、旧称は牛頭天王社。もと、村の南端の山上にあった。「白河風土記」には、村の南端、二
○問ほど石段をあがった山の頂に北向の小祠がある。寛文元年（一六六六）の勧請で祭礼は六月十五日とあ

こうらん

２、正八幡社祭神は誉田別尊、神体は長さ四寸の銅像、もと、村の西方にあった。「白河風土記」には、村の西にあり、
八問ほど石段をあがった所にある勾欄づきの小社。住吉、鷹巣の館主大学が、｜ニノ郭、応神館に勧請し、そ

の後中畑上野介が現在地へ移したとある。祭神と銅像については、「西白河郡誌」に同じ。祭礼は八月十五
日とする。

一》〉一一一一一露．（啓章》．－》》〉》一一一呂十．．」》〈（》ご・‐窪（｝』〈．’｛』）｝’（（壺一》．｝》蠣辛｛，」（打一一（‐鐸一『〉一｝藷（’ぜ②一一一一四〈『｛｛》

祭神は伊弊諾尊と伊弊冊尊。「白河風土記」は、村の一二丁ほど西、’○問ほど石段をあがったところの小祠

いざなぎいざなみ

の中腹にある小祠とある。祭日は十月二十日とある。

祭神大姪子命。西宮神社は、「白河風土記」の「姪子社」にあたる。村の北、一○間ほど石段をあがった山

ひるこしや

請したので、鬼門稲荷ともいうとある。祭日は二月初午。

祭神倉稲魂命。「白河風土記」に村の由‐酉の方四丁ほどにある小祠で、寅卯に面し、往士ロ鷹巣城の鬼門に勧

うがのみたま

祭神靱遇突智命。「白河風土記」は村ノ北端、新山寺の後山にある石の小社で、祭礼は一ハ月一一十四日とある。

かぐつち

月一日とある。

祭神味紹高彦根命。’「白河風土記」は村の東二○丁の畑中にある石の小社で、 寛文元年の勧請、祭礼は十一

「白河風土記」は、｛天正元年中畑晴辰の勧請、八月十五日祭礼とある。

の間違いであろうか。

に勧請した社とあるが、「白河風土記」はこの由来を八幡宮に記し、岩清水八幡宮に記さない。「西白河郡誌」

３、皇子八幡社祭神は誉田別尊、神体は、長さ五寸の銅像、旧称は岩清水八幡社。往吉鷹巣館の館主大学が、三ノ郭応神館

４、近津神社

５、愛宕神社
６、稲荷神社

７、西宮神社

８、熊野神社
とある。

現在の御霊神社は、従来のように本殿・幣殿・拝殿の形を残している。境内に、幕末
から昭和二十年代までの石燈篭や石碑がある。燈籠は四対あり、このうちの一対に、
「天保十亥年十一月廿一一一日／御霊宮／二十三夜／八天狗」とある。ほかに、「万延元申歳
十月一一十一一一日／村中安全」と刻む燈籠や、「昭和十三年四月二日」と刻むものもある。
また、石碑では次のような銘の供養碑、記念碑がある。
従軍馬供養塔支那事変／昭和十二年九月十三日出征昭和十四年五月廿日建之古峯神
社／明治廿七甲午歳旧十二月

伊勢参宮記念／紀元一一千六百年十二月廿一日参拝
羽黒山大神

582
583

○

る

月山大神昭和二十五年丑旧七月十六日
湯殿山大神

【写真24】御霊神社本殿
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御霊神社の後ろには、二本の杉の切株があり、そのうちの一
株の直径は、一一一一○袴ｒあり、その年輪数は、およそ一一一七○～
ひこばえ

八○ほどあった。ほかの切り株も同等の太さであるが、古いも
ので、一二本の蘂がみられる。御霊宮は、この杉とともに歴史
を重ねてきたに違いない。
４諏訪神社（須乗）旧村社

諏訪神社の祭神は、建御名方命である。「西白河郡誌」およ

び三神「郷土誌」によると、当時縦三尺、横三尺七寸の神殿に、

縦一間五尺、横二間一尺の雨覆のある建物。旧称は、正一位諏

訪大明神であったが、明治三年二日現社号に改められた。祭１１１

日は、七月二十七日、氏子は一八戸とある。祭日は、その後九月九日となり、さらに、｜村祭
日の統一により、十月十七日になったと三神「郷士誌」にある。

現在の社殿は新しく、神社の額に「奉納諏訪神社、大正元年八月廿七日村内安全」とあり、
、ｙ「平成六年遷宮」の追記がある。

鳥居の銘に「大正元年十月建之、陸軍砲兵少尉正八位酒井寅三郎」とある。また燈籠が一対
あり、「昭和十四年四月一一百／献燈」とある。
５住吉神社（堤）

堤の住吉神社は、「西白河郡誌』に、寛延元年二七四八）十一月十四日とあり、また、｜
説として正保四年（一六四七）の勧請をも伝える。当時は、方九尺の雨覆に、縦一尺八寸、横

二尺の神殿があった。

祭神は中筒男命。旧称は三宝荒神で、明治一一一年十一一月に現社号に改めたとある。

祭日は十月十日とあるが、三神「郷士誌』は九月九日もあげ、祭日統一後十月十七日に

、ｙなったと記す。
現神社境内の石燈籠に、「弘化一一己巳九月十五日」の年紀がある。また、石祠があり、
その一祠に「明治四十一一一年旧九月十四日建之」、もう一祠は、「昭和十一年一一月」とある。
主吉仕、後ろに朽ちた太い桜の木があり、一一かかえはあろうかと思われる。
住吉社の後ろに朽ちた太い桜の木があり、二かかえはあろうかと思些
６住吉神社（明新）

方一一一尺の神殿に二間四方の雨覆が
明新の住吉神社は、「西白河郡誌』によると、当時、方三尺の神殿』
現社号について三神「郷土誌」は、
あった。祭神は中筒男命。旧称は、垂迩宮であった。現社号について

明治十一年十二月、岩瀬郡鏡石村笠石の小貫俊光氏のすすめで改めた
とある。

Ｉ

Ｉｌ１

写真28】住吉神社（明新
【写真29】住吉神社御璽

祭日は、十月十九日とあるが、九月九日もあげ、その後祭日統一で
十月十七日になったとある。

住吉神社には二枚の札があり、一枚に次のような銘文がある。
磐城国西白河郡

（表）奉祀小社住吉神社祭神中筒男命御璽
明岡村根柄鎮座

天下泰平明治十一年ノ秋、福島縣社寺御改正ノ際、係官員出

584

１
【写真26】諏訪神社
写真27】住吉神社（堤）

Ｉ１Ｉ ｌ
585

【写真25】諏訪神社（須乗）鳥居

蔑ま;学齢篭

Ｉ
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張ノ節、村内一同信仰ノ社二依り小社二願、新二雨覆ヲ建築シ、

（裏）五穀成就郷社烏峠ノ稲荷神社祠掌当社兼務権訓導小貫俊光明治十二年五月五日夘日恒テ奉遷

ほかの一枚は、本殿、拝殿の再建棟札で、「昭和三十己未歳十月一日吉祥日」の紀年がある。
７白髭神社（神田）

「西白河郡誌」によると、祭神は猿田彦命。当時の神殿は、縦一尺八寸、横三尺、神殿の雨
覆は方二間、拝殿は縦一間、横二間ある。旧称は白髭大明神、明治二年に現社号に改められた。

祭日は十月七日、信仰者は二一一戸とある。’一一神「郷士誌」は、このほか九月九日をあげ、さ
らに祭日の統一で十月十七日に改められたとある。

つい

白髭神社は、水田と同じ平地にある。阿武隈川にも近い。この神が水神かどうかということ
は一にも述べた。

燈籠は一一対あり、そのうちの一対には次の銘文がある。
（右）奉納石燈籠一宇諸願成國／正徳元年卯之、
（左）Ｕ御宝前／正徳二壬辰年六月吉祥日、「

境内には、十一一の小祠があり、多くは無名である。｜｜祠に銘があり、その一祠に、

もりもう一対は、大正五年九月九日の年紀がある。
「弘化二巳年八月吉日」とあり、ほかの一祠に「山神／昭和二Ｕ」とある。小
祠内に木札の納められているものも二祠あり、｜祠には、「須佐之男大神」、もう一
祠の札には、「金刀毘羅神社本殿」とある。前者の「須佐之男」を祭神とするのは、
牛頭天王である。

８八坂神社（中野目）旧村社

八

神
坂

「郷士誌」ともに、神社の維持は、中野目、堤、神田、明新四区民の負担と記す。氏子
数の多い理由であろう。

境内の末社として菅原神社があげられている。

現在、境内に小祠が九つあるが、どの祠が菅原神社か不明。四祠に次の銘文がある。
祠１「文政五年一一一月吉日／女人中」、祠２「天保十一」、祠３「天保十一」、祠４「明治
廿八年十一月吉日」

また石燈籠に、「大正六年旧九月九日」とある。境内に①直径一メートル、②同六

神社の行事は、正月、七月十五日、十月二日（もとは九月七日）の一二回あり、夏と秋

社神社の後ろには古木の杉が一本ある。

幡○錘しげル、③同五～六○錘し杼”の杉の切り株の年輪は九四輪であった。③の年輪は七六輪。

目

祭神は素蓋鳴命。祭日は十月七日、一一｜神「郷土誌」は九月九日が旧祭日とする。氏子は八一一一戸とある。「西白河郡誌」、三神

天王から八坂神社への改称は明治二年という。

「西白河郡誌」によると中野目の八坂神社も、旧称は天王である。この神社のある地名も、天王屋敷とある。

もｙ八坂神社を社名にする例が多い。牛頭天王については一に述べた。

の神仏分離で社名をかえたとき、神社のある地名を社名とした。全国の牛頭天王をまつる神社には、著名な京都祇園社の改称名

社名の八坂については、｜にも述べたとおり、京都の八坂という地名である。八坂にまつられていた祇園牛頭天王社が、明治

写真31】白髭神社境内の金刀毘羅神社【写真30】白髭神社（神田

俗にキュウリ天王といい、七月十五日にキュウリと赤飯をあげる。氏子はキュウリを

卿の祭りには札を出した。
真
写
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食べなかったが、戦後はそのようなこともなくなったという。昔は七天王参りがあり、一日中
切れ目なく参詣者があったという。
なお、七月の祭りのときに天王太鼓をたたく（今は公民館）。また一日から一週間、数珠繰
りがおこなわれ、初日と最後に、村の角々で数珠回しの祈祷をおこなう。昔は、獅子舞もおこ
なわれたという。

９市神（三城目）

「白河風土記」三城目村に、「市神」とあり、天正年間、村の伊藤左内という者が村改作のと
き、高さ二尺五寸、幅一尺ほどの、将棊（棋）頭の古碑が出土し、これを市神として勧請し、
毎年青萱で仮祠をつくってまつっているとある。将棊頭の古碑というのは、頭部三角状の板碑
と思われる。文字不明とあり、銘文があったらしい。祭日は九月十九日とある。
と思われる。文

’零馨懲》鶴

櫛蕊

〈

Ⅶ紀二千六百一年一一一月十一一一日／金婚記念（略）」、六「皇紀一一千六百年祈武運長久／八十八歳記念」、七「昭和七年五月吉日／願主

献一一月／九十八、八十八記念」、一一一「明治一一一十七年甲辰九月／仲西力蔵」、四「奉納三峰神社講中／大正八年四月十九日」、五「皇

神

約境内には、石燈籠が多く一○対ある・各銘文は次のとおり・一「嘉永六癸丑七月吉日／緑川与左ヱ門」、一一「明治三十六年十

り現在の矢吹神社は、昭和三十九年に焼失し、同四十年に建てられた社殿である。

祭日については、八幡社が八月十五日、霊宮社が九月九日、牛頭天王社が六月十五日とある。

にまつられており、他所から移されて合併されたのではなかったことがわかる。

宮境内に、霊宮社と牛頭天王社があり、「右ノー一一社共二村ノ鎮守ナリ」と記している。一一一社は、「白河風土記」編纂当時からとも

八幡宮は、村の西方一丁余にある小社で、当時の社殿は一一間に六問の雨覆と、東西二間と南北五間の拝殿であった。この八幡

「白河風土記」は、矢吹村の神社として、八幡宮を第一にあげ、次のように記す。

する。しかし、「白河風土記」は、勧請年も祭神も伝えてない。

これら一一一社の勧請について、牛頭天王は康平三年六月十五日、八幡は元亀元年四月十五日、御霊宮は貞享元年九月一一十九日と

祭神は牛頭天王社が素蓋鳴命、八幡｛呂が誉田別尊、御霊宮が鎌倉景政の霊とある・

、７（盤騨）を伴うもので、玉垣が廻してあった。

「西白河郡誌」によると、当時の社殿は、縦一一一尺横一一一尺五寸の神殿一一一社を並立させ、これに幣殿（繩一一一舳半）、廊（一一一舳半）、拝殿

矢吹神社という社名は、一にも述べたように、牛頭天王・八幡・御霊の一一一社を、明治元年に合併してできた新社である。

１矢吹神社（矢吹）旧村社

吹）、正八幡宮（柿之内）、八竜神社（柿之内）、雷神社（大久田）、山神（柿之内）

愛宕社（矢吹、中畑新田、大久田に各一社）、熊野権現社（大久田）、牛頭天王神社（柿之内）、御霊宮（柿之内）、瀧八幡宮（矢

社をはじめ、『白河風土記」にみられる一二社である。’二社の社名とその所在は次のとおり。赤津明神社（沖田Ⅱ柿之内端村）、

矢吹地区で確認される神社は、矢吹神社、日吉神社、三光稲荷神社、五龍神社、熊野神社、八幡神社など、宗教法人認証の神

（三）矢吹地区の神社・小祠

一一一ｙこれによれば享保二年（’七一七）には、まつられていた小祠と思われる。

どれが淡島社にあたるのか不明。小祠への参道に僅かな石段があり、これに、「享保二丁酉天八月吉祥日／施主四本氏」とある。

一一一城曰］根岸の関根家裏山にある。一一つの石祠があり、一方に、「文化元子十一一月吉日村中」とある○祠の中には札もなく、

■１１、匂Ｊ８８ｆＤ『イー〆・・ｌ０Ｔ上ｄｉＩＩ、

扣淡島社 （三城目）

島社（三城目

柵手嶋広之助」、八「昭和十四年十二月十四日／野木儀八郎」、このほか、昭和六十二年に造立された金婚式記念の燈籠と表具店開
手嶋広之助」、八「昭和十四

業五十年記念の燈籠がある。
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る

わこのほか、狛犬は四対あり、このうち一一対に次の銘文がある。｜「慶応一兀乙丑年閏五
り月／願主浅井高之亟」、一一「大正十年十一月／石工信夫村増見真船専右ヱ門」。ほかは、
ぃ皇紀二千六百年と還暦記念をかねたもの、また、昭和六十一年に奉納した●ものがある。

の

第

などと記される‘ものがあｈ／、昭和一一一十年四月十九日に建てられた碑には、「縁結びの

輝石碑には、「一一一峰神社／明治一一一十六年四月一日」、「小峰神社」、「十九夜」、「弁財天」
神／村内安全」などとある。

小祠は、五祠あり、次の銘文がある。
１、「明和九壬辰年六月日／拾九人施主」
２、「文化十酉年九月大吉日／永代講中」
３、「慶応元年正月／世話人五人」
４、「大正八年六月廿四日／世話人二人」

５、「大山祇神社講中／昭和十七年十一月建之」

これらの小祠のうち、江戸時代のものは、明治元年の合併のときあるいは、その後合

ＢＶ併されたものであろう。「西白河郡誌」には、矢吹神社の境内末社として次の一四社と
祭神をあげている。

ＮＰＰ■

写真34】矢吹神社

写真35】矢吹神社境内「弁財天」

【写真36】矢吹神社境内「縁結びの神」

１、粟島神社、祭神少彦名命

力

２、金刀毘羅神社、祭神大物主神

、－〆

３、八幡神社、祭神応神天皇
４、愛宕神社、祭神鞆遇突智神

庖雷住三松秋高犬妙ポ澗
瘡神吉峯尾葉湯山見荷
神社神神神神神祇神神
社、社社社社社神社社
、祭、、、、社、、
祭神祭祭祭祭、祭祭
神若神神神神祭神神
少雷_大火月神天倉
彦命上山産読大御稲
名筒咋霊命山中魂
命男命命祝主命
命命命

のりと

神社が依頼されるお祓いでは、新築、開店、神棚の清め払いや厄払いなどがある。厄払いは、女性一九歳、一一一三歳、六○歳、

しかし、ここ五年ぐらいからは、参詣がばらばらになったという。

一日のみであったが、平成にはいってからかわったという。現在では、十一月三日が多く、十一月十五日は少なくなったという。

このほか、十月の一一一週から四週めの土・日から、十一月十五日にかけて、七五一一一の参詣日としている。昔は、十一月十五日の

は、男女別に、姓名、年齢を人形の紙に書いてもらい、身がわりとして祓う。

年末、十一一月一一一十一日から元日までは、祈祷をおこなう。一一一十一日は大祓いで、元日は、無病息災の祝詞をあげる。大祓いで

はら

を一一本奉納し、帰るときは神社に奉納されたキュウリの中から一本もらっていく。
秋の例祭は、十月一日～一一百であったが、平成十四年から、十月の第一士・日となった。

矢吹神社の行事は、七月十四日にキュウリ天王祭がおこなわれる。矢吹神社の最初の祭りである。この日、参詣者はキュウリ

1４１３１２１１１０９８７６５
、、、、、、、、、、
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、

男性二五歳、四二歳、六○歳であるが、四九歳でおこなう人もいる。

神社の幣束は、十月の例祭と、年末から正月までに出される。しかし幣束も旧町内では、求める家がなくなった。在の方では、
柿之内、田内、下新城、中新城では求める家がまだ多いという。

お札類では、伊勢神宮の札、正月様（歳徳神社）、さらに、大祭、七五一一一、初宮詣、家内安全、商売繁盛の祈祷に出す札など
がある。

これらのうち、伊勢神宮の大麻は、十年ぐらい前から激減しているという。正月の歳神神符（お正月様）も求める家が少なく
なった。

矢吹神社の札は、「總鎮守矢吹神社御祈祷神符」と記すもので紙札と木札がある。この札は、大祭、七五三、初宮詣などに出
されるが、特に木札の方は、｜年の家内安全祈祷、建設業、運送業ほか会社・企業の商売繁盛、

Ⅱ中」とある。

辮鞠伽佃胴

；

交通安全祈祷のときに出される。

これらの札類も伊勢の札のように求める家が少なくなった。その理由の一つは、核家族化し、

神棚を設け、神をまつる習俗・習慣がなくなってきたことや、アパートはもちろん、建売住宅
に神棚は設けないなど、時代の変化が大きいらしい。

、７２三光稲荷神社（矢吹）
矢吹字大池にある神社で、祭神は倉稲魂命。「西白河郡誌」によると、当地の大池のあたり
にみられる一一一シの光を恐れ、五穀も稔らないので、長重・常吉という二人の者が八山城国伏見

（京都市）の稲荷を、長元四年（一○一一一一）四月二十四日、大池の南に勧請したのが、一一一光稲
荷大明神という。以来豊年が続き、毎年八月一日に初穂を奉納してきたとある。
この伝承によれば、三光稲荷は、伏見稲荷の分霊をまつる神社となる。

３日吉神社（大和久）旧村社

日吉神社は、大字大和久にある神社。山王社ともいい、比叡山の地主神であるとともに天台

宗の護法神であることは一で述べた。また、隣接する山王寺の鎮守であるが、山王寺の項でも
日吉神社は、「西白河郡誌」に、寛保元年（’七四二四月十七日勧請とある。日吉神社と

、ｙ日吉神社との関係を述べてある。祭神は大山咋命。／

不可分の山王寺は、承応元年（一六五二）の開山とあるが、開基が、永禄年中（’五五八～七

○）に落城した大和久の館主多賀谷氏というので、山王寺の歴史は承応元年よりも古いと思わ
れるＣそうすると、日吉神社も、寛保以前に勧請された可能性もある。

「西白河郡誌」にみられる当時の社殿は、縦一一一尺横二間の雨覆があった。祭日は十月一一十日、
氏子は五七戸とある。

４五龍神社（柿之内）旧村社

五龍神社は、大字柿之内にまつられる神社。「岩瀬郡誌」によると、伊弊冊尊、速玉男尊そ
れに事解男命を祭神としてまつるとある。これらの神は、熊野神社でまつる神である。

知末社の社名はわからないが、現在木製の小祠が五祠ある・燈籠が二対あり、一対には、「文

り境内には五座の末社があり、氏子は七二戸、祭日は十月四日とある。
神

肚久二壬戌星九月／二十三夜講中」、もう一対には、「明治廿六癸巳年正月一一十一一一日／二十一一一夜講
一ｍ

神また、狛犬があり、「紀一兀二千六百年記念／村内安全」とある。

社

判このほか、正徳元年（’七一二の青面金剛碑がある。
第

患鐸露
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【写真37】三光稲荷神社（矢吹）
【写真38】日吉神社（大和久）
【写真39】五龍神社（柿之内

第七章いのり．まつる

５熊野神社（柿之内）

大字柿之内にまつられる神社。「岩瀬郡誌』
によると、祭神は伊弊冊尊、速壬男命それ

に事解男命の三神。永禄元年（一五五八）
に小川内記という者が、紀州の熊野から勧
請したという。氏子は四○戸、例祭は十月
四日とある。

６赤澤明神社（沖田）
柿之内の端村沖田の神社。

村の南田の中にある、四尺四方の社で、ｉ１Ｉｉｉｉ
当時勾欄づきであった。祭日は九月十九日とある。

「岩瀬郡誌」には、柿之内字馬場に赤津神社をあげているが、あるいは同
じ神社であろうか。祭神は、伊弊冊尊、速玉男命、事解男命とする。また、
７愛宕神社

もり例祭は、十月十四日とある。
１、矢吹の愛宕、村の亥（北北西）の方六丁二五間にある石の小祠で、本
地は石の地蔵。祭りは六月二十四日とある。

のため馬尾八幡との俗称もある。

馬尾瀧という、馬の尾のような小流の瀧があり、隈戸川に注がれていて、こ

理由の一つは、ここが霊場視きれていたからと思われる。瀧八幡の南には、

地であるが、同時に霊場とみなされた場所であろう。一一一十三観音が彫られた

屹立して続くが、ここには浮彫の三十三観音が彫り並べられている。景勝の

体は屹立する岩壁の裂目に棲む霊蛇という。この岩壁は、隈戸川の川辺から

きつりつ

「白河風土記」によると矢吹村に、康平年間、源義家が建立した社で、神

扣瀧八幡宮（矢吹）

月九日とある。

「白河風土記」編纂当時の御霊宮の社殿は、四尺四方勾欄づきで、これに二間、四問の雨覆があった。村の鎮守で、祭日は九
「白河風土記」

まつる。この鎌倉景政と御霊社については、三城目の御霊社に述べた。

倉景政をまつる御霊宮で知られるのは、三城目の御霊神社である。このほか、矢吹神社にあわせまつられる御霊社も鎌倉景政を

柿之内にある神社。この宮については、「白河風土記」に元和元年（一六一五）鎌倉権五郎景政をまつるとある。矢吹町で鎌

９御霊宮（柿之内）

もり河風土記」の牛頭天王と曰
例祭は十月十五日とある。
祭神は素蓋鳴命、例祭座

河風土記一の牛頭天王と同じ社かもしれない。

字相舘に小社八雲神社をあげているが、八雲神社の社名は明治の神仏分離以後で、それ以前は牛頭天王である。あるいは、「白

柿之内にある社。「白河風土記」は、「小社ナリ、六月十五日ヲ祭日トス」と短く記すのみである。「岩瀬郡誌」に、大字白子

８牛頭天王社（柿之内）

３、大久田の愛宕、村の西端、石段を一六間のぼったところにある石の小社で、本地は石の地蔵、祭日は六月二十四日とある。

２、中畑新田の愛宕、村の戌亥の方（北西）五丁にある社。本地は地蔵で祭りは六月二十四日とある。

写真41】愛宕神社（矢吹）
写真42】愛宕神社（田内

写真43】滝八幡宮（矢吹）
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写真40】熊野神社（田内

’
Ｉ
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八幡信仰は、前九年の役（康平五年鎮圧）に武功をたて、その後陸奥守兼鎮守府将軍となって後三年の役（一○八三～八七）
を鎮定した源義家との関係で語られることが多い。信仰の中心は武神である。瀧八幡にも義家の建立とする部分は、八幡信仰に
かかわる部分である。しかし、社名に瀧を冠し神体を霊蛇とする部分は、直接八幡信仰と結びつきにくい。蛇は水のかかわりで
あり、瀧もそれ自体信仰の対象とされる。この地が隈戸川の霊場であることからうかがえば、瀧八幡信仰のベースは水神信仰で

○、

龍蔵院の項には、元和元年宗真院という僧が常州からきて住したとある。

旭八竜神社（柿之内）

「白河風土記」に、「小社ナリ、九月九日ヲ以テ祭日トス」と短く記される。

は、代参者が神社の札を受け、代参者から講員に配られる。

雫（

毎年決まって新しく納められる札は、鎮守の札、伊勢神宮の札であろう。このほか、各家の信心により、毎年神棚に納められ
る札もある。例えば、古峯講や一一一峯講などに加入している家ではＱ古峯神社や一一一峯神社の札が毎年神棚に納められる。この場合

神札類には、毎年決まって新しく納められる札と、参拝・旅行などで求めた札がある。

くなった。現在は、ほとんど神主がつくり、直接あるいは神社役員をとおして氏子各家に配られる。

幣束・神札は、もとは（江戸時代）社家や修験家でつくったが、修験（法印）は修験の廃止（明治五年）後、次第につくらな

だもので、神の依代であり、神札も神前や仏前で祈祷されており、祈祷する社寺の分竈一工という存在である。

よりしろ

神棚には、正月、神域をあらわす注連（七五二一）がはられ、新しい神札や幣束が納められる。幣束は、紙垂を篠竹の先に挟ん

しめ

家（主屋）の中で、家内全体の安全・安泰を守護する神のまつり場は神棚である。

屋内の神

にも、神をまつる祠がみられる。

しかし、その土地に長く住いする住人の家には、神棚や台所など、家の中に神のまつり場を設けてあるのはもちろん、屋敷地

ある。

新興の分譲住宅やアパート・マンションなどの集合住宅に住む住人が、家の内外で神のまつり場を特設する例は少ないようで

第二節家・屋敷にまつられる神

大正三年一一一月焼失、同年八月再建、平成十五年焼失、十六年再建された。

十一年「社寺明細帳」には一村四四戸持とある。祭神誉田別尊でほかの八幡神社と同じ。

シテ詳ナラズ」とあるが、一説には中畑根宿八幡神社との分祀ともいわれている。明治

「白河風土記」中畑新田村に、八幡宮とあり、「何レノ時ノ鎮座卜｜云うコト旧記伝ラズ

もり旧八幡神社（中畑新田）
（ママ）

が、元和元年（’六一五）に勧請したとある。龍蔵院はこの宮の別当で、「白河風土記」

「白河風土記』柿之内村に村の南にある小祠とあり、龍蔵院という当山派修験の初代

Ⅲ正八幡宮（柿之内）

現在は、石製の小祠が建てられている。

「白河風土記」は、瀧八幡宮小社としながら、鳥居をあげるのみで社殿の大きさを記さない。祭日は八月十五日とある。

ああ
るり
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写真44】八幡神社（中畑新田

第七章いのり．まつる

、
第二節家・屋敷にまつられる神

れた大黒札
写真48】 ±蔵の入口に貼られた
（提供堀；
堀井成人）

竃■■魂！
醤

（提供小林正）
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このほか、正月の歳徳神の札、あるいは大黒やえびすの札を、毎年神棚にはりさげる家も少なくない。

各家に配られる。

伊勢神宮が出す「天照皇大神宮」と「豊受大神宮」の札は、神社庁から神主のもとに送られ、神主あるいはその神社の役員から

鷲溌

後藤助一郎）
ふくろう

をまつる場は、炊事場である。炊事場は、火を使い、・水を使う場で、かっては竈があり、内井戸などｊもあった。こうした所に

は、火の神・水の神がまつられた。炊事場に水神をまつる家はほとんどみられないが、火の神・火防の神をまつる家は今でもみ
られる。例えば、炊事場に立てられる幣束は、火の神としての荒神一
られる。例えば１炊事場に立てられる幣束は、火の神としての荒神（三宝荒神）である。また、火防で名高い、例えば古峯原、

【写真51】作業場の札所（提供後藤助一郎）

三峯山の札がまつられる。主屋以外では、蔵や便所、作業場に神をま
つる家もある。

さて、根宿の後藤助一郎家の神棚には、「天照皇大神宮」と「豊受

大神宮」の伊勢神宮の札のほか、「熊野那智大社神璽」、「宇佐八幡宮

柳守護」、「大山祇神社祈祷大祓」などの札が納められている。那智熊野

川や宇佐八幡の札は、旅行のときに受けてきたという・大山祇神社の札
つ

域は、西会津町にある大山祇神社（通称山の神）の札である。西会津の

鮒山の神へは、曽柤父が木挽きをやっていた関係で、今も時々参詣する

家という。

斬このほか、神棚に白河達磨、「福」の字を書いた枡などの縁起物が
第

かまど

神棚やその周辺には、達磨や狐、猫、枡、最近では鳧などの縁起物・などｊもおき飾られる。神棚のほかに家（主屋）の中で神

みられる。

なお、幣束や神札は、毎年処分せずに保管し、｜定量たまると俵に詰めて保管する家もあり、大信村や西郷村にそうした家が
■ワなお、幣束や神札は、
｜Ｐ

【写真46】幣東（提供
鷺ご詑iii露欝慰承璽ＬＴｐｆＦｉ

【写真49】±蔵の入口に貼られた神札

5９ ８
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B）

【写真４７】明新の神*しを届りる版木
昔は青年会が神札をつくり各戸
に配った（提供明新区）
J」土蔵の中に艶

【写真45】神棚（提供関根トラヨ）
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、

る

わおかれている。（口所
りには、「鰊奥津比
ぃ古神／火産霊神／奥

の

られ、その上には竹

悼津比売神」の札がは
第

筒に立てた幣束があ
る。また、昔使って

いた台所にも幣束や

札を納める小棚があ
り、「三峯神社／火

防之神璽」とある札
が納められている。

後藤家が毎年求め

二Ｖる幣束は、オミシャ
ク一一一本、カッテ、隠

居、竈、土蔵、作業

場（旧馬屋）、井戸
などに一本ずつあげ

鰯

【写真52】台所の幣束と神札
（提供.後藤助一郎

【写真55】井戸脇の「ホウデン」（提供後藤助一郎）

一一一城目の関根トラョ家の神棚には、「天照皇大神宮」、「鰄討個華鮒」、「熊野大社」、「竹駒稲荷」、「伊夜日子大ｎ」、「古峯

くる。後藤家では井戸脇に立てる。

オミシャクというのは、藁でつくった「ホウデン」に、一本の幣束を立てたものをいい、同じものを三つ並
にもあげたという。オミシャクと座

lMIIIIIIlIllWi

には、注連をはった下に「天地／火災防除／御保祭鶴太夫／商売繁盛」の札を逆さにはりさげている。また、もう一か所コンロ

まつのお

かしばら

をおくところがあり、ここには「瀧奥津比古神／火産霊神／奥津比売神」の札がみられる。これは鎮守で出す札という。
本町の大木代吉本店では、蔵に神棚があり、京都の松尾大社、奈良の橿原神宮、東京明治神宮、同靖国神社、それに郡山市安
積国造神社の札が納められている。松尾大社は、酒造の神としてよく知られている。その分霊が、白河の鹿島神社にまつられて

【写真58】大木代吉本店酒蔵神棚（提供大木代吉）

おり、新酒ができると酒造

【写真59】大木代古本店水神（提供大木代吉）

組合（計七社）とともに奉
納・参拝するという。

なお、同店の庭に水神の

石祠がある。この祠は、か

提供関根トラヨ）

【写真57】神棚の札所

って隈戸川にあった水車小

屋のかたわらにまつられて
いたものという。この水車
で米をついたという。

蕊
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るという。昔は便所

【写真53】風呂場の神札
（提供後藤助一郎）

【写真56】玄関ロの神札（提供関根信雄）

郎

達磨・福枡（提供後藤助
【写真54】神札

もり神社」、「羽黒／月山／湯殿／家内安全／神社広前講／心願成就」などの札がみられ、達磨や破魔弓もみられる。関根家の炊事場

第二節家・屋敷にまつられる神

二屋敷地にまつられる祠と神
たと

自宅地内に神を土生つる祠や宮・社を持つ家は、｜般的に減少の一途を辿って

いる状況である。しかし、矢吹町では、まだ各地にみることができる。その祠
や社には、どのような神がまつられており、その神への信仰がどのようなもの
であるかの全容を明らかにするのは難しいが、’一一神、矢吹、中畑一一一地区のアン

ケート調査によれば次のようである。なおアンケート回収は、三神地区一七軒
分、矢吹地区一六軒分、中畑地区二一一一軒分の、合計五六軒分である。

さて、まつられている神とその信仰をみると、最も多くまつられているのは、イナリ（稲荷）で一六軒あった。イナリには、

竹駒稲荷、伏見稲荷各一軒、正一位三光稲荷と正一位くじ（蕊）運稲荷各二軒を含んでいる。ほかは、単に「イナリ」とある。
のためにまつるという。くじ運稲荷は、合格祈願の人がお参りしたという。一方、矢吹町大久保の吉田家でまつるくじ運稲荷は、

竹駒稲荷は、宮城県岩沼市に鎮座する竹駒神社。豊作祈願、五穀豊穣を願う信仰で知られる。矢吹ｄ中町の舘家では、交通安全
、ｙ五穀豊穣、家内安全、無病息災を祈るという。

イナリについで多いのは、スイジン（水神）で、七軒ある。スイジンは、火の守り神であり、伝染病から守る神とする家があ

る。水神のご利益を火防・火除とする家は複数あり、水の力に期待する信仰であろう。また、かって川水を利用しているころは、
赤痢などの伝染病は流れ水をとおして移ると考えられた。そのような水をとおした禍が起らないように願うこともあったのであ
ろう。

ｈ可

、。Ｊ

ｖｍＤＦ‐・口・Ｐ・ニヂー（』□。．》『ご抄艀『試乃‐虫’一千

、一一一・》》‐閂グー‐矛、》ぜ－．｜守【・》王Ｐ》窄國媚‐二

係子』』５房は医巴一己Ｅ｜●審鯉■肝茂涯⑰岳■）幻争厚一墓号妻艇違匿ニニニ老年■正心区毎屡耽整冨伊巨際皀直爵ヰニ膝圦・召援倭罠三房ｚ冴巫●罪塀巴■こ■■』■ｃ一匹声■戌癒鱗宇彦達や←悪圧百ＥＳが岳⑧■ｚ征岳夏已守奴盲》影〉詫息二卍『．．，み：‐渭広一ろう稲ｒ野｛』鈩詮乾舷』■幻彦方慶図昆唖｝礫

次は熊野で四軒がこの神をまつっている。このうちの一軒は、もとはイナリであったが、先代のときから熊野にかわったという。

次は、石尊・阿夫利をまつる家と、天王をまつる家がとも
に三軒ある。石尊は相模大山の石尊大権現のことで？明治の

神仏分離後阿夫利神社となった。大山は別名雨降山（阿夫利）

水神への供え物でもある。

るらしい。供え物はキュウリ（胡瓜）であるが、キュウリは

害をおさえる力を持つとすることからか、農耕神の一面もあ

鎮める力を持つとして信仰されるが、一方では、水による災

天王というのは、牛頭天王であろう。牛頭天王は疫病神を

き、お札を受けこれをまつったという。

の星野家でまつる阿夫利は、明治十二年ころ阿夫利神社にい

山信仰Ⅱ石尊信仰があり、矢吹からの参詣もあった。井戸尻

してまつったのであろう。江戸時代の末には、県南地域に大

もりともいい、雨乞の山、農耕信仰の山であるから、農業の神と

れ

【写真60】陣ケ岡相楽家正一位陣五郎
大明神（提供相楽フヨ）
【写真62】三城目加藤家屋敷神（提供加藤正直

(提供菊田善四郎）
山田タカ家

【写真64】くじ運稲荷

繩このほか、八幡、伊勢、山神、豊年神社、権現、大蛇など
つ

らをまつるとする家が各一軒ずつあった。この房うち、大蛇とあ

載るのは、わらびに絡んだ蛇の石彫で、蛇の井神社とよばれて

家ところ、蛇の崇りによると告げられたので、井戸のそばに蛇

韓啓包輔騨局範H■

602

603

鮒いる。昔、当主が体調をくずして、祈祷師に拝んでもらった

珈の石像をまつったという。かって、家の前の石山から砕石を
第

【写真63】伏見稲荷・芳賀近良家(提供芳賀良文）【写真61】氏神・関根信雄家

第七章いのり.まつる

蕊

（提供菊田善四郎）

幻とっていたとき、沢山出てきた蛇を殺し
以上のほか、祭神を一示さず、単に「氏

雛たことがあったという・
芳

供

腱神」、「うちガミ」、「セド（背一戸）ガミ」、
強「屋敷神」とする家があわせて一○軒あっ
野

家

侵た・士同一戸神は、家の裏にある神、うちガ

矛

榊ミは屋敷神同様、屋敷地内にまつられて

社

脈いる神の意味であろう・氏神とする家は
山
７

大六軒であったが、いわゆる氏の守り神で

》遥霊■■■囚磨。率川呪巍巍透鯲への薑
お参ｈ／で共通するのは、正月と鎮守の祭り日（春・秋）である。また、子

．り日は、その家の習慣やまつられる神の種類によって‘も違う。

関

６

神
水

写

郭どもの誕生、サナブリ、刈りあげ、節分、十五夜に参るという家もあわせる
Ｉと数軒になる。これらの詣ｈ／日浄｝全て含むと考えられるが、家の祝日や物日

じめと十五日、八朔、病気や災難のとき、合格祈願に参る家もある。

赤飯は祭礼日に供えられている。屋敷の祠には、正月と神社の祭礼に参り供え物
供え物は、餅・赤飯が最も多い。餅は正月、赤飯は祭礼日に供えら

晶
し

…鯛鋼翻鰯

井家では、正月は丸白餅、秋祭りは赤飯、家の祝事、新築のときには赤飯、井戸
をする家が多いということであろう。明新の藤井家では、正月は九白
めなわ

吹某家では、正月に注
払いには、お米と塩を供えるという。また、矢吹某家では、正月に注

、７連縄、酒、餅、盆．彼岸には、榊、酒、団子、ぽた餅、赤飯、神社の
祭りでは宵に酒とソウメンかウドン、本祭に赤飯を供える。また、正
月は神の鉢に丸餅二個、秋祭りや節句には赤飯、正月は餅、祭礼は家
のご馳走、毎月はお米、正月は飯、祭礼におこわ、サナブリは赤飯、
刈りあげに餅などとする家がある。

イナリをまつる家では、油揚、酒、玉子などをあげている。

一方、こうした供え物をだんだんやらなくなったとする家、年寄が
亡くなってしなくなったという家もある。

祠には、神の依代である幣束が納められるが、その切りかえは多く

写真68】屋敷神・関根信雄家昔からここ
に幣束をさすことになっている
【写真69】屋敷神・関根信雄家

は、正月と鎮守の祭礼のときにおこなわれる。祭礼は、以前は九月で

猟あったが、現在は十月である。

叩幣束は、’一一神地区の場合は、一一一城目の赤塚神主、中畑地区は、根宿
つ

域の八幡神社神、王と泉崎烏峠稲荷の神主、矢吹地区は、矢吹神社の神、王

關がつくるという。このほか、竹駒稲荷をまつる家では、竹駒神社から

家受けてくるという。自分でつくるという家もあるＣ

勤最後に、神をまつる祠、神の依代をまつる祠についてまとめると、

第

墜
欝

味である。盆や彼岸に参るとする家も数軒になる。水神をまつる家では、井戸払いに参るとする家がある。ほかに、毎月の月は

述のごとく藁ホウデンをいうが、幣束の切りかえのとき称え言の一節でもある。ようするに、切りかえ日にお参りするという意

に参るとする家もあわせると七軒になる。このほか、イナリをまつる家では初午やオミシャクとする家がある。オミシャクは前

的薗

【写真65】くじ運稲荷・吉田哲人家

光夫家
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でつくった箸で供え、「おみしゃく、がんがらす、イモでもいい、クリでもいい、とうふ

元に一一一つの藁ホウデンをつくり、中に幣束を立てる。藁ホウデンの前には、赤飯を萱の茎

後藤家では、毎年旧暦九月十一一一日（現在は十月二日）へ家の東方にある太いカキの木の根

矢吹には、その藁の祠をつくる家が根宿と中畑原宿にまだみられる。このうち、根宿の

はないかと思う。

おそらく、屋敷の祠の多くは、幣束を立てて神を招きまつるとき、藁でつくっていたので

そうすると、祠の材質上の歴史は、石製が新しく、それ以前は木製と藁製のものである。

であったと思われる。

江戸時代も末以降であろう。おそらくそれ以前は、木製の祠か、藁製の祠（藁ホウデン）

はみられるが、一般化するのは、元禄以降であろう。各家が石の祠を持つようになるのは

木製の祠は、古代からみられるもので歴史は古い。石製の祠は、江戸時代も寛文年間に

矢吹では、毎年新しく新藁でつくられるものと、木または石製の恒久的なものがみられる。

IilH1

Ｌ駆明蝕皇と矩

う。今は、藁ホウデンをつくる家が少なくなったという。
の材質に蒻へする酉只調

且（）拉刊、

「おみしゃく、がんがらす、イモでもいい、クリでもいい、とうふの生でもいいもんだ」と称え、カキの葉に強飯を受けるとい

神社にきて社総代に渡し、さらに隣組をつうじて各家で受けている。「氏神」には、クリいりの強飯を供える。子どもたちが、

根宿の小林家でも、藁でホウデンをつくり、中に幣を立てる。これを「氏神」と称している。幣は、烏峠の神主が鎮守の八幡

日（十月一日）に持ってくるという。

の生でも、いいもんだ」と称える。十赤飯は、家内全部で、萱の箸を使って食べるという。幣束は、泉崎村、烏峠稲荷の神主が前

【写真70】氏神「ホウデン」小林正家

３、大和久字山大和内山王寺

２、中畑新田字西浦幸福寺

三城目字上町景政寺

矢吹町には、現在、宗教法人認証の寺が一○か寺ある。その所在と寺院の名称は次のとおりである。
町には、現在、宗教

（｜）現存寺院とその宗派

矢吹町の寺院と仏堂

第三節寺院・仏堂とほとけへの信仰

東・東南・東）にあるとする家は、’九軒で、これは全体の三八・七％にあたる。そのほか、東北は一軒、南西は一一軒あった。

にあるとする家が最も多く、二七軒あった。これは全体の五五％にあたる。この方角と反対の南から東にかけた範囲（南・南

石祠が建てられている方角については、四九家の解答があった。これによると、北から西にかけた範囲（北・北西・西北・西）

石祠の多くは、戦前のものかと思われるが、平成にはいっても建てる家のあることがわかる。

再建記入」、神田の某家の祠には「平成九年」とある。

田久太郎建立」とある。大久保の高久家の祠には、「大正九年八月一日、高久善作」、堤の吉田家の祠には、「昭和九年二月初午

一一一軒であった。石祠の造建年代を記するものもあり、’一一城目太田家の祠には、「征露凱記念／明治三十八年旧十一月廿五日、太

Ｉ
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４、神田字東笠内慈眼
神田字東笠内慈眼寺

三城目字根岸城見寺
５、三城目字根岸城見

６、中畑字原宿正福寺

７、矢吹字西側大福寺
三城目字上町澄江寺
８、三城目字上町澄江
９、中畑字本村澄江寺

Ⅲ、柿之内字馬場長徳寺
そうとうしゅう

この一○か寺の宗派は、天台宗と真一一一一口宗と曹洞宗である。

天台宗の寺は、三城目の景政寺、中畑の幸福寺、神田の慈眼寺など一一一か寺である。

真言宗の寺は、犬和久の山王寺、一一一城目の城見寺、中畑の正福寺、矢吹の大福寺など四か寺である。

このうち、山王寺と正福寺と大福寺は、豊山派、城見寺は智山派である。豊山派の「豊山」というのは、奈良の真一一一一口宗新義派

長谷寺の山号である。長谷寺を本山とする一派を「豊山派」という。ただし、「豊山派」の公称は、明治一一一十一一一年、長谷寺一派
が独立してからの呼称で、それまでは、「真言宗新義派」と称した。

だい》」じ

一方、「智山派」というのは、京都の真言宗新義派の智積院を本山とする一派をいう。この智山派の称も、その公称は豊山派
同様、明治になって一派が独立してからである。それまでは真言宗新義派と称した。’

なお、中通りや会津の真一一一一口宗寺院の多くが、江戸時代には、京都の真一一一一口宗醍醐寺を構成する院家の末寺であった。醍醐寺の院
家は、三宝院、理生院、無量寿院、報恩吟
家は、三宝院、理生院、無量寿院、報恩院などである。

矢吹町の真言宗寺院も、江戸時代には、
矢吹町の真言宗寺院も、江戸時代には、醍醐寺の各院家寺院の末寺で、山王寺が一一一玄院の末寺、正福寺と大福寺は無量寿院の

時宗

０

０

臨済宗妙心寺派

0

０

臨済宗建長寺派

０

０

曹洞宗

３

２

３

１

５

４

４

合計

０

末寺小田川（白河市）宝積院の末である。

霧一蔓蕊蔓塞驚蕊霊籔蕊鑿蕊懲鷲驚蕊蕊灘籔護鍵鍾嚢一一

表郷村

東村

矢吹町

０

矢吹町が所属する西白河郡七町村および、矢吹町と境を接する

西郷村

1７

浄土真宗

９

０

０

四町村寺院の宗派とその寺数を比較すると、表１のようになる。

石川町

６

１

泉崎村

１

０

これによると、矢吹町の寺院数は、西白河郡内では、泉崎村と

玉川村

２

６

２

３

浄土宗

矢吹町には、現存する一○か寺のほかに次のような寺院があった。

寛保四年二七四四）の「中畑村寺社修験指出帳」や「白河風土記」、それに明治五年の「本末一派寺院明細帳」によると、

（二）廃寺となった寺院

２

真言宗豊山派

３

６

１

１

２

４

0

１

東村の五か寺、大信村、中島村、西郷村、表郷村の四か寺に比べ

1１

天栄村

1０

鏡石町

９

１

、７倍の数である。矢吹町と境を接する石川町、玉川村、鏡石町、天

５

８

３

栄村との比較では、石川町の一七か寺に次ぐ寺数である。

４

７

中島村

４

６

大信村

２

５

真言宗智山派

1０

西白河郡内寺院の宗派では、浄土宗、浄土真宗、時宗など浄土

３

４

１

日蓮宗

教系寺院がみられないのが特色である。また、禅宗のうち、臨済

２

３

３

天台宗

宗の寺院がない。日蓮宗寺院も少なく、中島村に一か寺あるのみ

である。鏡石町、天栄村、石川町、玉川村でも、浄土教系寺院は
なく、臨済宗寺院は、石川町と玉川村に、日蓮宗寺院は、石川町
にみられるのみである。

や宗寺院も鏡石町以外は、各町村にみられる。天台宗寺院は、矢吹

剛これに対し、どの町村にもみられるのは、真言宗寺院で、曹洞

３

Ｚ

２

２

１

２

２

１

矢吹町に三か寺あり、 最も多い。
と町、泉崎村、天栄村、鏡石町、石川町の五町村にみられるが、矢

け

１

608

評
609
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１、中畑村慈法院
２、〃清少庵

３、〃法性庵（院）
４、根宿村来迎院
５、大畑村法楽寺

６、松倉村宝蔵院八幡寺
７、中野目村薬師寺
８、堤村三宝寺

９、三城目村新山寺

Ⅲ、〃真光坊寺

蕊

【表2】

だんか

３

慈法院（庵）

〃

廃

４

清少庵

〃

〃

５

法性院（庵）

〃

〃

６

来迎院

〃

〃

７

法楽寺

〃

〃

８

八幡寺宝蔵院

〃

〃

中畑

たいはい

露鰯

月、第五大区小十四区の区長と副区長が

現存

慈眼寺

〃

〃

1１

城見寺

真言

〃

1２

甘露寺

〃

廃

1３

薬師寺

〃

〃

1４

三宝寺

〃

〃

1５

新山寺

〃

〃

1６

真光坊寺

〃

〃

1７

澄江寺

曹洞

現存

1８

幸福寺

天台

現存

１９

大福寺

真言

〃

2０

山王寺

〃

〃

２１

長徳寺

曹洞

〃

管内寺院の本末関係、境内反別、檀家数、

矢吹

し、磐前県へ提出したものである。

天台

Ｅ‐快‐吹し

景政寺

三神

９

1０

建物配置を含む、境内の略図などを調査

ドiｉ

この表の中で、現存し宗教行為を続け

３のようになる。

であろう。その調査結果をまとめると表

社寺廃合政策を受けておこなわれたもの

この調査は、明治政府が打ち出した、

蟻

宗

存廃

寺名

Ｎｏ．

地区

院

矢吹町の「小針弥太郎家文書」中に、天台宗と新義真言宗と曹洞宗の、「本末一派寺院明細帳」
腕明細帳」がある。これは、明治五年七

ととなったのである。

矢吹町で廃寺となった寺院は、明治新政府による右のような布告や「達」によって、廃止の対象とされ、寺院の機能を失うこ

し、私造であれば、民間の処分に任せること。跡地の処置は、全て大蔵省へうかがうこと。などが布告された。

什物類は、本寺や法類（つながりのある同宗派の寺）へ移すこと。建物は造営の最初にさかのぼって、官営できれば、公収と

じ，１つ

、ｙさらに、明治五年十一月には、檀家がなく（無檀）、住職のいない（無住）寺は、全て廃止すること・廃止対象寺院の仏像・

堂宇が破壊しているような寺院、あるいは、存続の目当のない、小社・小寺などである。

は、合併の対象となる社寺についての、具体的な条件を出した。その条件は、氏子もおらず、頽廃している神社、無檀・無住で、

うじこ

るという方針が出された。さらに、明治五年には合併する社寺を、明細に取調べて教部省へ提出するよう布告され、教部省から

社寺の廃合に直接係る政策を打ち出したのは明治三年で、この年十二月、太政官の布告によって、無録・無檀の寺院を合併す

な目的であった。

治元年、神仏の混清状態を廃止したことにはじまり、明治十年までの間に、社寺の大整理をおこなった。社寺廃合は、その大き
治元年、神仏の泊

こんとう

ところで、これらの二か寺が廃寺になったのは明治のはじめで、その理由は、明治新政府の政策にある。明治新政府は、明

別では、一五か寺が真言宗で、矢吹町は、圧倒的に真一一一一口宗の多い地域であった。

現存寺院にこれら一一か寺の廃寺をかえると、廃寺となる以前の矢吹町域には、合計二一か寺の寺があったことになる。宗派

、ｙ師寺と三宝寺が醍醐報恩院の末寺である。

末関係では、慈法院が正福寺の末、法性庵（院）と来一
法性庵（院）と来迎院、宝蔵院が小田川（白河）宝積院の末、法楽寺が石川乗蓮院末、薬
本末関係では、慈法院が正福寺の末、法控

これら、一一か寺の宗派は、いずれも真言宗であった。
も真言宗であった。ただし甘露寺は、福島県の県庁文書「社寺廃合調」では、修験とある。

ｕ、須乗新田村甘露寺

【写真71】大畑法楽寺跡

１

澄江寺

曹洞

現存

Ｚ

正福寺

真言

〃
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第三節寺

ている寺院は、神田の慈眼寺、中畑の澄江寺

と正福寺、中畑新田の幸福寺、矢吹の大福寺
である。

逆に、中野目の薬師寺、中畑の清少院、来

迎院、法性院、慈法院、大畑の宝（法）楽寺

［表３］明治五年「本末一派寺院明細帳」による調査結果
寺名

薬師寺

●

住職

中野目村

所在

真言

宗派

石川町村乗蓮寺

本寺

３軒

檀家

１町

８畝喧歩

境内地

無・景政寺兼務

無・城見寺兼務

無・澄江寺兼務

８反

１反

、軒

任佃

２反

北田町繁松院

中畑村

神田村

中畑村澄江寺

羽軒

白河町村永蔵寺

澄江寺

慈眼寺

中畑村

下泉村乗蓮寺

天台

清少院

真言

１反

１反

お軒

任佃

２反４畝

１反

６反６畝

近江国比叡山

２反５畝

中畑村正福寺

”軒

天台

小田川村宝積院

真言

真言

無．白河永蔵寺兼務

笠仙

無・宝積院兼務

笠佃

無・宝積院兼務

無・城見寺兼務

大畑村

小田川村宝積院

犯軒

笠仙

宝楽院

真言

中畑村来迎院

中畑村

小田川村宝積院

来迎院

真言

真言

中畑村

中畑村

中畑新田村

中畑村

正福寺

慈法院

法性院

幸福寺

矢吹村

大福寺

軒

１

などは、この後宗教施設として認められなか
った寺院である。存・廃判断の理由の一つは、

檀家の数、すなわち、檀家に対する葬祭・供

養機能の大きい寺が残され、少ない寺が廃寺

一口□曰 い 』一口』曰｛」曰 『口一 曰｛』 田口曰 沮｜｝曰いぃ曰口｜Ⅱ□曰 引一い 曰

有

有

の対象になったと思われる。清少院・法性
院・慈法院は檀家のない寺であり、来迎院は

110

曹
洞

２畝お歩

、年５月１日小学校へ払下

加年５月１日小学校へ払下

処分等

６年２月廃
１反歩

跡地反別

白河郡中畑村
６年２月廃
３畝店歩

廃合年月日

清少庵
〃〃

６年２月廃

１反３畝、歩

宗派

法性庵
〃〃

６年２月廃

所在

慈法庵
〃．〃

２畝歩

寺名

来迎院
年月日不詳

４畝歩

２畝３歩

〃〃

〃三城目村
天台

新山寺

５年

〃

〃

小学校学材への願あり

小学校学材への願あり

〃

い。新山寺と甘露寺については、小学

校の学材として処分したいという願い
が出されたらしいが、その結果につい
てはわからない。

ところで、矢吹町で廃寺となった寺

院のうち、松倉の宝蔵院、中畑根宿の
来迎院、三神須乗新田の甘露寺につい

ては、小堂の建物があり、仏像もみら

れる。従って、これらについては、建

正福寺については、明暦二年（一六五一ハ）の「定石河郡中畠村申之物成米之事」（「矢吹町史」第２巻）に、居屋敷の石高が、

さる

六）であったらしい。江戸時代の本寺は、小田川村（白河市）の宝積院であった。

月の創立とある。正福寺の位牌にも、「当院開山法師長慶、元和一一丙辰年七月一一一日」とある。長慶の寂年は、元和一一年（’六一

いはい

中畑字原宿にある、真言宗豊山派の寺。「西白河郡誌」によると、慶長三年（一五九八）七月、長慶法師の開山で、同五年十

１正福寺

（｜） 中畑地区の寺院

寺史・寺内状況》行事

物、什物、境内地などが全て処分されたのではなく、その後も近隣信者の信仰施設として機能してきたものと思われる。

（修験）

２

〃須乗新田

３

６

甘露寺

４

新光坊

0

’則１１ｉ瓢瓢疏副副三Ａ

廃寺となった寺院のうち、清少庵と法性庵、慈法庵、来迎院は、その後明治十年五月一日付で、小学校へ払いさげられたらし

のときに廃寺と決まったのであろうか。

らしい。三城目の新山寺と新光坊は年口
しい。三城目の新山寺と新光坊は年月日が不明である。甘露寺は修験とあるが、修験は、明治五年に廃宗となっているのでこ

これによると、中畑村の清少庵、法性庵、慈法庵、来迎院が、明治六年二月に、須乗新田の甘露寺は明治五年に廃寺となった

七か寺を確認できる。

さて、この調査後、
この調査後、いつ廃寺となったかであるが、福島県の県庁文書「社寺廃合調」によると、矢吹町関係では表４のごとく

眼寺は、二○軒の檀一
二○軒の檀家でも残り、これより檀家の多い宝楽寺が存続を認められなかった理由はほかにあるのであろう。

一軒、薬師寺は三軒しかなかった。神田の慈

２

９

軒

１

３

４

５

６

７

1０

８

１１

６１２
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瀞

八斗五升と定められた正福寺がみえる。同様の記事は、寛文三年（一六六

一一一）寅の「物成米之事」（同）にもみられる。また、元禄五年（一六九二）
の「覚」ｓ矢吹町史」第３巻）には、
「一本寺同寺（宝積院）真言宗正福寺」

として、寺屋敷、上畑壱反歩の年貢が、白河領々主本多能登守以来免除で

あると記されている。このほか、元禄十二年（一六九九）の「水呑居屋敷

帳」含矢吹町史』第２巻）、寛保四年（一七四四）の「中畑村寺社修験指
出帳」（「矢吹町史」第３巻）、天保八年（一八三七）の願書（『矢吹町史」
第２巻）などに正福寺の名がみえる。

の銘がある。

乙未五月吉祥日」

「奥州石川郡中畑村、岡崎長左ェ門・小針七左ェ門／世話人市三郎・市良次／領主源心／安永四

また、双盤があり、

る。十六善神は、大般若経の守護神である。

、ｙ「西白河郡誌」や中畑「郷士誌」では以上であるが、このほか、「大般若経」が六○○巻あ

また、境内仏堂として薬師堂を記録する。

羅二軸のほか、金銅の釈迦牟尼仏像一躰と十一ハ善神画像一幅があると記されている。

たい

が一二四戸とある。什物として、両大師（弘法大師八空海Ｖ、興教大師八覚鍵Ｖ）木像曼茶

かくばん

「西白河郡誌」および、中畑尋常高等小学校「郷士誌」によると、本尊は大日如来、檀家

曇曇i皇

ねはん

大正四年の「西白河郡誌」は、当時の檀家を一一一四戸と記す。
大正四年の一
２澄江寺
ｎ匹、恒汀仏圭司

に澄江寺が建てられたとも記すが、澄江寺には、前史があるものと思われる。

「西白河郡誌」および中畑「郷土誌」は、貞和一一一年（一一一一四七）五月一一十一一一日に亡くなった、澄江心光大禅定尼の菩提のため

澄江寺の本寺は、角田（宮城県角田市）長泉寺末の石川繁昌院である。

の中畑「郷土誌」は、創建を永禄七年（一五六四）とする。

る。しかし、当寺の開山位牌には「月庵宗光」とある。月庵の寂年は、天正十四年（一五八六）八月十八日という。中畑小学校

中畑字本村にある、曹洞宗通幻派の寺。「西白河郡誌」によると、中白田上野介晴辰の菩提のために創建。開山は月庵宗永とあ

ぼだい

月八日ごろにおこなっている。正福寺には、木製の御堂と釈迦の誕生仏（銅製）がある。

五月に月おくれの花まつりをおこなう。本来、花まつりは、釈迦の誕生日である四月八日におこなわれるが、正福寺では、五

しゃか

四月二十一一一日に一一十一一一夜講があるが、これについては別項で述べる。

配ったという。寺には、浬藥図があり、当日はこれをかけ団子を供えたらしい。

二月の行事は、十五日の浬藥会で、昭和一一一十九年ごろまでおこなっていた。檀家の人が寺に集まって団子をこしらえ、集落に

福寺」とある。

祈祷では護摩をたいたという。本堂の左に護摩壇があり、不動明王がまつられて〈いう０。古い版木には、「御祈祷之札、長慶山正

きとうごま

二Ｖわれる。寺では、「御祈祷宝犢正福寺」という札を檀家に配るが、これは晦日前に世話人に頼んでおく。前住職のときの正月

正福寺の行事は、正月祈祷・浬藥会・花まつり・盆の施餓鬼会などであう○。このうち正月祈祷は、大晦日から七日までおこな

の供養塔などがある。

二十三夜供養塔、庚申塔、十九夜塔、大黒天塔、大乗妙典（法華経）六十六部供養塔、光明真言および念仏百万遍
境内には、二十一一一十

iiiliiL
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三城目には、同じく曹洞宗で、寺名を同じくする澄江
寺があり、やはり貞和三年、澄江心光大禅定尼菩薩のた
めに建てた寺と伝えるＳ白河風土記」）。同じ由来を伝
える両寺は、恐らく創建を同じくする寺で、大檀那の移

転に伴い、新地にも同名の寺が建てられたのであろう。

「白河風土記」によると、中畑領主中畑上野介晴辰が、
元亀・天正年間（一五七○～九二）の問に、一一一城目を押

領したとあり、「白河古事考」も、永禄年中二五五八
～七○）に、三城目鷹巣館を攻取ったとある。澄江寺に

は、「澄江寺殿一法全心大居士」の法名を記した位牌が
ある（『西白河郡誌」）ので、同寺は晴辰の菩提寺と思わ
れるから、三城目にも中皇氏の拠点を持ったことにより、

鄭些。

蕊ijl蕊

でんしよう

ざぜん

この日は、地域の人（老若男女）が集まり、踊りや、楽器の演奏もおこなわれる。

出される。木札の包む紙には、「開運招福、家内安全」と書かれている。

きんす

含め四人でおこなう。この大般若転読の祈祷が、しあわせを願う祈祷である。この日「奉転読大般若金文祈祷吉祥牧」の木札が

経を最低六人、一人一○○巻ずつ転読するのであるが、澄江寺の大般若経は、六○○巻を六○巻にまとめた経典で、導師、鑿も

参詣者が、小さな柄杓で甘茶をかける。一方では、大般若の祈祷がおこなわれる。一般的に大般若祈祷会は、六○○巻の大般若

を加えたものである。毎年、四月八日前後の日曜日におこなわれる。この日、本堂に釈迦の誕生仏を安置した花御堂がおかれ、

しあわせまつりというのは、四月八日の釈迦誕生会、すなわち花まつｈソと、大般若祈祷会をあわせ、これに踊りや楽器演奏会

はんにゃ

澄江寺の行事は、し．あわせまつり（花まつｈソ）と寺子屋音楽会、それに坐禅会などである。

右ェ門などが施主となってつくられた。

このほか、本堂欄間のすかし彫りは、廿世大綱代、文化十三年（’八一六）に、寺内の一一一之助、林平・一二右ェ門、長四郎、庄

石川郡中畑村、岡崎長左ェ門尉克哉、奉掛御宝前、御願成就・皆令満定之所」

四世巨学代」とある。鰐口は、境内の子安観音堂のものかと思われるが、次のような銘文がある。「明和七庚寅七月十日、奥州

右衛門藤原義稚」の銘がある。また、馨子には、「慶応二丙寅年五月吉祥日、陸奥国石川郡中畑村清林山澄江禅寺、当山現住廿

○）の鰐口などがある。殿鐘には、「文化十四歳丁丑正月圭ロ日、大綱大和尚御代寄進之／岩城山崎郡、大工職御鋳物師、椎名浅

わにぐち

、ｙこのほか、現在本堂に、木造の十王像、文化十四年（一八一七）の殿鐘、慶応二年（一八六六）の馨子、明和七年（’七七

また、浬藥像と五百羅漢の掛軸があると記す。

「西白河郡誌」および中畑「郷土誌」によると、本尊は延命地蔵。什物として、木造の達磨大師、大権修理菩薩、地蔵菩薩像、

除とある。

寺石川繁松院、｜曹洞宗清林山澄江寺」とあり、高は一石七斗で、境内は縦一丁、横五拾間、竹木とともに、本多能登守氏に免

一本寺石川郡石川町繁松院曹洞宗澄江寺とある。このほか、寛保四年（一七四四）の「中畑村寺社修験指出帳」にも、「本

また、元禄五年（一六九一一）の「覚」（「矢吹町史」第３巻）には、

その後の澄江寺については、明暦二年（一六五六）の「定石河郡中島村申之物成之事」（「矢吹町史」第２巻）に、居屋敷の石
高が、八斗五升と定められた澄江寺がみえる。同様の記事は、寛文三年（一六六一一一）寅の「物成米之事」（同）にもみられる。

所在地にあった。なお、一一一城目澄江寺は、清林院と院号に「清林」の地名を用いている。

、ｙ澄江寺は、もとは平鉢清林山にあり、のち根宿に移り、さらに現在地に移ったという。清林山という山号の由来は、かっての

同所にも菩提寺を建てたのであろう。

本村澄江寺山門（提供須藤典夫）
【写真7４
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寺子屋音楽会は、毎年十一月上旬から中旬の問におこなわれるもので光南高校シンセサイザー部による演奏会である。
坐禅会は、毎月第四日曜日と第二水曜日におこなっており、日曜日は、坐禅の代読経、法話、茶話会、水曜日は、坐禅のほか
坐禅会は、毎月第四、
作務などである。
ゲーム、写仏、作務な》
「西白河郡誌』匹は、檀家を百五○戸と記す。
大正四年刊の「西白》

３来迎院（廃院）
３凍辺陽（層勝）

□永七庚歳

敬

奉圏団團画囿、二世安楽所
善□□結衆

保四年二七四四）の「中畑村寺社修験指出帳」などに来迎院がみえる。
来迎寺は、廃寺となったが、二間四方ほどの建物があり、ここで十三念仏を年四回
おこなうという。

建王Ｐ足互》ご季巧ち手』仁工況４勺ご示訊Ｆ■分ひ｛〈弓シ要且ペ》下二・Ｆ③。・みご一．ふいヤ’傷’Ｔ○吋ｆｖな刃盆

とある。三基とも頭部がなく、像容はわからないが、右銘文のある碑は観音と思われる。

□八月吉日一一拾三人白

このほか、宝永七年二七一○）の「相渡申証文之事」（「矢吹町史」第３巻）、寛

真一一一一口宗来迎院」とある。

る。また、元禄五年（一六九一一）の中畑村「覚」に、「｜本寺奥州小田川村宝積院

みえる。同様の記事は、寛文三年（一六六三）寅の「物成米之事」（同）にもみられ

来迎院名の初見は、今のところ、明暦二年（一六五六）の「定石河郡中畠村申之物
成米之事」（「矢吹町史」第２巻）で、居屋敷の石高が八斗五升と定められた来迎院が

とをいうが、来迎院は、浄土往生と死者供養の機能を持った寺と思われる。

来迎院の来迎というのは、阿弥陀仏他菩薩が臨終者を浄土へ導くため迎えにくるこ

高があると記されている。

畑村の「寺社書上」（「矢吹町史」第３巻）に、法界山来迎院の記述があり、開基は不
中畑根宿にある真一一一一口宗の寺。年未詳の中畑村の
明、本尊は阿弥陀如来二尺余とある）、本多能登守のとき免除になった一石七斗の

ミル:～f鰻HAT;ハノニ:斗汁思議r;すii介典:~毎つ:

堂の前に、三
三基の石仏があり、その一基に

【写真76】根宿来迎院跡

中畑村

法界山
來迎院
境内

十間

６１８
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【図1】
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亜十

堂の板壁には、「三峯神社火防之神璽」・「一一一峯神社盗賊除神璽」の札および、「古峯神社鎮火祭」の紙札が何枚もはりつけてあ
○

ろ
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４慈法院（廃院）
中畑にあった真言宗の寺。

宝永七年二七一○）の「相渡申証文之事」（「矢吹町史」第３巻）によると、白川（河）大工町の大珠庵と同町庄屋が、中

畑村来迎院にあて、「貴寺（来迎院）末寺、慈法院、寺地院号而可二而、三拾九年己来廃有之」とある・この文によると、慈法
院は、中畑村来迎院の末寺で、当時は廃院同様の状態にあったらしい。そのような状態は、一一一十九年以来とあるので宝永七年
からさかのぼると、寛文十一年（一六七二にあたる。

慈法院の初見は、明暦二年（’六五六）の「定石河郡中畠村申之物成米之事」（「矢吹町史』第３巻）に、居屋敷免除が八斗五
升と定められた「自宝院」である。寛文三年（一六六三）の寅の「物成米之事」では、「慈法院」とある。

宝永七年の「相渡申証文之事」は二通あり、｜通は前掲のごとく、白川の大珠庵から出されたものである。内容は、「廃院同
様の慈法院の院号を譲ってもらいたい」ということであった。ほかに、慈法院を来迎寺の末寺から永代に外すこと、慈法院付の

高八斗五升は、来迎寺に寄付することなどが書かれている。もう一通は、本寺の来迎院が大珠庵側に出したもので、慈法院の院
号を永代に譲り渡し、金三拾両をたしかに受けとったとあり、ほかに慈法院に免除されていた八斗五升の石高も来迎院の費用に
号を永代に譲り渡し、金一
あてるという内容である。

中畑村
慈

杉林

》（蕊鳶薄鷺蕊鐇慧蕊蕊欝繧鑿籔蕊鑿譲曇議鴬籔慧一霧

寺免御引

反別壱反卜

境内

法院

来迎寺末寺から外れただけでなく、 院そのものが、白河に移ってなくなったはずである。しか
右の証文によって、慈法院は、来迎寺末寺延
〈真言）（中畑〉

し、明治五年の「本末一派寺院明細帳」には、
正福寺末同一不同村慈法院無住

此反別壱反歩除地

但年来無住年号干支創立年暦不詳――侯
無檀
境内

高八斗五升

とあり、境内地の略図もある。

従って、院号を白河大珠庵に譲ったとはいえ、その後、戻
なっているので、さらに移動があったのであろう。

右の明細帳には、慈法院境内の略図がある。
５法性院（廃院）

（真言）（中畑村）

中畑村にあった真言宗の寺。明治五年の「本末一派寺院明
細帳」に、

間一十二竪

一来迎院末同一不同村法性院無住

来迎院同様無住、年号干支、開山誰、創建年暦不詳一一候
一無檀

此高八斗五升

間

、ｙされていたらしい。ただし、来迎院ではなく、正福寺の末と

ヘ

削境内反別壱反歩
の
ナ

ほ

ｕとある。

Ⅲこの「明細帳」が書かれた明治五年ごろには無住の寺で檀

横十

【図２

堂右によると、法性院は、根宿の真一一一一口宗来迎院末であった。

横六間

間十竪

620

6２１

辨家もなかったらしい・この「本末一派寺院明細帳」によると、

第

到当時は、来迎寺も「年来無住」で来迎寺の本寺、小田川村
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わの宝積院が兼務であった。従って、来迎寺末の法性院
の

りについても、宝積院が管理する立場にあったものと思

いわれる。ただし、狂い檀とあるので、法要、祈祷ほか宗
の「明細帳」の建物は粗描であるので当時は、境内

そぴよう

輝教的な機能はほとんどなかったのではなかろうか・右
第

地と僅かな建物などが残っている程度であったらし
い。

この法性寺も、江戸時代の早いころから存在した寺

であったことは、明暦二年（一六五六）の「定石河郡

中畠村申之物成米之事」および寛文一一一年（一六六一一一）
の。同）寅之物成米之事」に、居屋敷の高八斗五升
を免除された法性院の名がみられる。「寅之物成米之

事」では、「宝昌院」とあるが、法性院のことである

６法楽寺（廃寺）

横三拾間）と松杉の樹木は、免除、住吉大明神と、弥陀八幡宮の別当とある。

寺」とあり、八斗五升の高および、境内（縦七拾問、

巻）に、「本寺石川町乗蓮寺、一真言宗生雲山法楽

の、「中野目組大畑村寺社指出帳」（「矢吹町史」第３

大畑村にあった真一一一一口宗の寺。寛保四年（一七四四）

ニロワ岩７．

第

鋤によると、松倉村の、近津大明神、天王社、愛宕社、山神社、八幡宮、稲荷社の別当を務

寺ほか、年頭祈祷やそのたの行事をおこなってきた寺であったろう。このほか、「白河風土記」

院

齪軒の檀家は、江一戸時代からの檀家と思われる。文化二年ごろも、同じ程度の檀家数であっ
化たろうか。いずれにしても、宝蔵院は、明治のはじめまで檀家を持ち、檀那の葬祭、供養

ほ

とたと思われる。明治三年の「寺籍取調帳」には、「滅罪檀家四拾五軒」とあるが、この四五

け

や松倉村には、宝蔵院のほかに寺院がないので、同村の人々は、宝蔵院を檀那寺にしてい

削弥陀如来が一躯あった。

殿と庫裡が一体となった、四問に六問の建物が一棟あった。本尊は大日如来で、ほかに阿

ないので不詳とある。「白河風土記』が編さんされた、文化二年二八○五）ごろには、客

仁年間（’二九一一一～九九）に開基したという伝承があったらしいが、旧記が伝えられてい

中畑松倉にあった真言宗の寺。「白河風土記」によると、当時、水戸宥光という僧が、永

７宝蔵院（廃院）

われる。法楽寺の本尊は不動とあるが不動は、護摩祈祷の本尊としてまつられる。

中畑村
法

境内

性院

上畑壱反卜
寺兎御引

凰十

那のことである。従って、一六軒の檀那というのは、祈願檀那と思われる。法楽寺は、祈祷を主におこなう祈祷寺であったと思

である。また、檀那が一六軒で、滅罪檀那が、須乗村に一一一軒とある。滅罪檀那というのは、葬祭をおこなうことになっている檀

、ｙこれには、境内と田畑が、慶安三年（一六五○）本多能登守に免除地になったと記されているので、慶安三年には存在した寺

天王の別当とある。これと同様の法楽寺の「明細書」は、天保三年（’八一一三）の「覚」（「矢吹町史」第３巻）にもみられる。

また、別紙の「覚」によると、本尊は不動、檀那が一九軒で、墓が一か所とある。それに、愛宕、住吉大明神、八幡宮、牛頭

【図3】
写真77】松倉宝蔵院解体前・昭和39年（提供藤田忠一）
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＋用誕単

めていた。これらの社は、「白河風土記」が、松倉村の神社として記した全神社であり、宝
蔵院は、松倉村の全社寺の信仰行事の維持にかかわっていた寺であった。

宝蔵院の山号は白幡山、寺号を八幡寺とあるが、八幡信仰の神官寺的存在であったろうか。

阿弥陀如来は、八幡社の本地仏であるが、宝蔵院の阿弥陀は、本地物であったかも知れない。
真言宗宝蔵院としての末尊は大日如来である。

江戸時代に近津神社ほか五社に持っていた別当権は、明治の神仏分離で失ったのである。
なお、宝蔵院の本寺は、小田川（白河市）の宝積院であった。

松倉には、現在宝蔵院の小さな建物がある。ここには、本尊と思われる金剛界の大日如来
のほか、地蔵や阿弥陀如来など五躯ほどの仏像がある。このうち、地蔵には台座に、「会津

原町、仏師右京」の銘がある。また、地蔵の厨子には、。金二朱、念仏講中」とあるほか、
講員と思われる男子一○名の名や、「女人九人」の墨書がある。
このほか、浬藥図や阿弥陀三尊来迎図二幅、十一一一仏図一幅があり、百万遍の大数珠がある。

雲》

これらのうち、数珠は、念仏講のときに使用されたものであろう。十三仏は、葬礼のときに貸し出されたものと思われる。

陀三尊の来迎図も、十三仏とともに死者の枕元にあげられたり、宝蔵院での念仏や諸供養のときにあげられたのであろう。
弥陀三尊の来迎図も、ｆ
宝蔵院の境内には、石尊大権現の供養碑、飯豊山、念仏供養の碑各一基のほか、馬頭観音の碑が数基ある。
宝蔵院の境内には、’
８清少庵（廃庵）

同宗同村清少庵

（曹洞）（中畑）

明治五年の「本末一派寺院明細帳」澄江寺書上に、
中畑村にあった曹洞宗の寺。明治五」
右澄江寺宋

但無檀無住、旧記等無之、更二創立年歴其外共不詳二候澄江寺巨学兼務

此高八斗五升除地

境内上畑壱反歩

とある。

もり務怖川巫趣化掴読川索硴噌洞宗…江寺の末寺であった。明治五年当時は無住で、澄江寺の兼

明治以前の清少庵については、寛保四年（一七四四）の「中畑村寺社修験指出帳」（「矢吹

町史」第３巻）に、
｜地蔵堂清少庵支配澄江寺

とあるのでこのころも清少庵は、澄江寺の支配であった。

清少庵の庵名は、明暦二年（’六五六）の「定石河郡中畠村申之物成米之事」（「矢吹町史」
第２巻）、および寛文一一一年（一六六三）の「（同）寅之物成米之事」（「矢吹町史」第２巻）に、

神地区の寺院

【写真78】松倉宝蔵院．現在の堂宇

阿

開山の年代は不明とある。本尊は薬師如来とある。

三城目字上町にある天台宗の寺。「白河風土記」に、村中の西側、御霊社の隣りにある天台宗の寺で、南台山東光院といい、
はじめは永福寺といったが、鎌倉権五郎景政の廟があるので景政寺と寺号をあらためたとある。また、東光院という院号は、景
政の法号という。天正二年（一五七四）に円海が中興したが、宝永年間（一七○四～一二に火災にあい、縁起、古伝籍もなく、

￣

居屋敷の免除高を八斗五升と定められた清少庵の庵名がみられる。
￣－－

１景政寺

、－〆

【写真79】平鉢清少庵跡地現在は清松庵が建てられている

｜）三〆｜容亟塗一四》』
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■ｙ料である。

【写真81】三城目景政寺旧本堂

の筆頭に

鎌倉権五郎景政の伝承は、景政寺に隣接する御霊社にも

伝えられるが、御霊社と景政寺は、明治の神仏分離までは
一体で、「白河風土記」にも、景政寺は御霊社の別当とあ

る。御霊社の管理・運営にあたっていたのが景政寺であっ
た。御霊社と鎌倉権五郎景政については、神社の項で述べ
た。

景政寺の院号が、東光院であるのは、権五郎景政の法号

が東光院であるからと「白河風土記」にあるが、景政寺で
は景政の法名を、東光院殿円明永通大居士と記す。

景政寺には、この東光院あての中世文書が七通あった

（「矢吹町史』第２巻）。七通のうち、天正十七年二五八
九）および天正十八年とされる文書が二通ずつあるが、景
政寺が、天正十七、八年ごろに存在していたことを示す資

景政寺の本尊を、「白河風土記」は薬師如来とするが、同じ「白河風土記」御霊社の神宝に、「景政寺本尊十一面観音」とある。

とある・二か寺の門徒のうちの一か寺は、真光坊であるが、もう一か寺は不明である。

門徒二ヶ寺

白川郡三城目村景政寺

南台山東光院

景政寺の本寺は、白河の天台宗永蔵寺である。「白河風土記」には、一一一城目村の真光坊が景政寺の門徒とあるので、景政寺支
配の寺もあった・天明から寛政年間にかけて編さんされた、天台宗の「寺院本末帳」によると、「奥州白川永蔵寺末五ヶ寺」

写真80】三城目景政寺山門（提供須藤典夫

享保十八年（一七一一一一一一）の殿鐘などがある。それぞれ次のような銘文

このほか、景政寺には、正徳四年（一七一四）年紀の双盤と天蓋、

１ｉｔ，ｊＪｉＬ十催でよ、上攻系Ｄものとして、御霊社の神宝から外し、景政寺へ移されたのであろう。
明治はじめの神仏分離では、仏教系のものとして、御霊社の村宝ヵ仁

では十一面観音とする。

景政寺の什物は、「西白河郡誌」に、木造の阿弥陀、子安地蔵、薬師、毘沙門天、金銅造の毘沙門、十六善神画像、混桑図、
軍配団扇、鉄扇、甲冑、それに縁起と系図各一巻があげられている。
これらのうち、軍配団一扇、鉄扇は、「白河風土記」では、御霊社の神宝としてあげているものである。鉄扇とあるのは、右
「白河風土記」が、「黒骨扇」としているもので、これは扇面形の懸仏である。とりつけられているのは仏像で、「白河風土記」

■ｖ古くは十一面観音が景政寺の本尊だったのであろう。

の

奥州白河郡三城目村景政寺什物／景政寺閑居伝統大阿闇梨賢者法印慈

殿鐘の銘文（部分）

三城目／景政寺什物／施主當村女中／現住慈延代／正徳四甲午暦十月日

天蓋の擬宝珠形鎧座の銘文

三城目村景政寺什物／施主一誉西念／慈延代／正徳四甲午暦十月日

双盤の銘文

削がある。
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黒骨扇(右）と軍配団扇（左）
【写真82】御霊社神宝
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延／冶工須賀川瓦町茂木岩兵衛延重

景政寺は、宝永七年に焼けたというが、右の銘文をみると、慈延は火災後の復興・充実に力を尽したらしい。

このほか、境内には、正徳四年の如意輪観音像碑、享保元年（一七一六）の石燈籠（右銘、「奉納御宝前／享保元丙申七月日」
左銘、「奉納御宝前／施主近藤一郎右ェ門」）、明和七年二七七○）の石像宝塔（銘「大阿闇梨法師祐伝／明和七庚寅九月十六」
以下略）、安永四年（一七七五）法華経普門品読謂碑（銘「奉読謂普門品一万巻為子孫椿菩提／安永四乙未歳三月吉祥日」ほか
略）、年未詳「大乗妙典千部供養宝塔」、二十三夜供養塔、六字名号碑他の碑・塔がある。
境内の仏堂は、薬師堂と観音堂があり、観音堂は明治の神仏分離後、村が建てたという。薬師堂は、「白河風土記』に、景政
寺境内の仏堂として記録されている。

ごま

これらをみると、景政寺は、宝永七年（一七一○）の焼失後法具や境内碑塔が徐々に加えられ、現在のような景観になったと
思われる。

景政寺の行事は、正月の護摩祈祷、’一月の浬藥会、四月の花まつ、ソ、それに新盆供養や春秋の彼岸である。
このうち、新年の護摩祈祷は、大晦日（一一一十一日）の一一時ごろから元日の一○時ごろまでおこなわれる。参詣人は百人以上
であるという。

、７浬藥会は旧一一月十五日でこの旧浬藥図をかけ、団子を供え、参詣人へも配る。団子を食べるとまむしに噛みつかれないとい
う。団子は、檀家の女性たちがつくる。この日、数珠繰りがおこなわれる。
花まつりは、旧四月八日、釈迦の誕生仏を御堂のたらいに安置し、御堂を、このころの花で飾る。釈迦像には、甘茶を柄杓で
かける。今は、子どもたちが集まらなくなったという。

jiiiiiI`－

盆には、本堂に飾りつけた施餓鬼棚を設置し、精霊供養をする。盆中檀家を回り供養していたが、平成三年ごろから、新盆の
家の人たちを対象に寺で供養をするようになった。

Ｔは⑤尿》百一■唇昏古び医砂ぽい』庫厘房Ｐ写ロケＦ蚕璽エビか田丘ら『凸箔牙一・田己迄事雰》・』伜ら層エヴ，、・乢肚さ乞盈シ・・⑪。Ⅲ匂澄孝上（汚乃『里・ざ稚枳ｒ・ぐ舜・】眩聿・雫雪亜》一己方塩『｝《弓ぷ。，．｜什看ザデヘニ・」・・・務

このほか、十月一一日に一一一匹獅子舞がおこなわれる。この舞は景政寺十世が振りつけたという。また、檀信徒への布教として、
講師を招いての法話、’一一修会という天台宗寺院住職の研修会（毎月、当番制）、各寺院との支換会〈九月初旬）などがおこなわ
れている。

２慈眼寺

神田字東笠内にある天台宗の寺。明治五年の「本末一派寺院明細帳」によると、白河の永蔵寺の末寺、享和年間（一八○｜～

○四）から無住で、三城目村景政寺僧の兼務とある。

また、境内は八反歩あり、このうち八斗五升が年貢の免除地、檀家は二○軒とある・

永蔵寺の由緒ならびに門末を記した、文化元年Ｃ八○四）の「由緒書上之写」に、
「石川郡神田村高田御領門徒慈眼寺」とある。

「西白河郡誌』によると、万治三年（’六六○）慈眼大師の開基で、本尊は観世音
しどう

でほかに、什宝の子安観音像があると記す。

慈眼大師は、江戸寛永寺の開祖天海の諭号である。

また、境外に仏堂があり、宝永三年（’七○六）の石地蔵が本尊と記す。

慈眼寺の行事には、’一月十五日の浬藥会、二月十七日の子安講、四月八日の花まつ

り、六月一日から七日にかけての数珠繰りなどがある。このうち浬藥会には、浬藥図
をかけ、団子や菓子などを供えて念仏する。子安講は、慈眼寺の子安観音をまつり願
う集まりで米・酒・菓子などを供え、お籠りする。花まつりは、花御堂に釈迦の誕生
仏を安置し、これに甘茶をかける。数珠繰りは、村中を廻り、数珠を回しながら念仏
を称える。

【写真83】神田慈眼寺
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慈眼寺の周辺には、地蔵堂本尊の石仏をはじめ、二十

一一一夜、二十二夜、十七夜、庚申、念仏供養、馬頭観音、
大黒天、東堂山などの供養碑がある。
３城見寺

一一一城目字根岸にある真言宗の寺。「白河風土記」によ
ると、中畠上野介晴辰が、一一｜城目鷹巣城鬼門に勧請した

稲荷の別当寺として建てた寺という。この稲荷について
は鬼門稲荷とよばれたらしい。

城見寺開基は天文元年（一五一一三）で、開山は宥儀と
いう。その後、天正年間（一五七一一一～九二）に、牛房町
へ移され、ムラの祈祷、菩提の寺になったとある。
へ移され、ムラの祈祷、菩提の寺になったとある。１１－１１…ｉ………ｉ…Ｉ－Ｉ－１ｌ１ｌＩｌｉｉ‐－‐１１１

本尊は、千手観音で、そのほか三宝荒神の像があった
（一一一城目村）

天保五年（一八一一一四）の「村用金控帳」によると、一二城目村が、村用全として出した中に、八十八夜費用として一一○○文、
天道念仏代として一○○文が城見寺に渡されている。城見寺は、八十八夜や天道念仏に、なんらかのかかわりを持っていたので
天道念仏代として一○○文が城見士
あろう。

忘己磨計宜古Ｅ■な■泣き江田■■■■■岳豆垂轟轟あび巴が岳密Ｐ旨穿の密砂困■の竃■事宜難宅色矛接量笹かも一審小声？七球ご股巴己さＰ隊酸態夢ＥＢじゅ荏色毎が年忌侭圧底い砥琵いざ癖■一Ｆ■＆匠疸ご暮低角骸痩拝きＪ嘩炉好季岳昭注品乞牡巫思丞腰汀革ＬＦ５

西国・坂東・秩父順拝碑、二十三夜・十九夜・庚申などの供養塔があり、本堂に向かって左の山
城見寺の境内に、湯殿山碑、西［
側に、愛宕の石祠ほかの祠がある。

蕪》‐辻ム｜｝》」十．ｆ‐）炉（卸『』’’十一．（．〉雪．．』塾“《｛Ⅳ一読一《。（｝｛嘘｜｝一．》‐」一坪一一一．．｜加（一幸・霊‐評二一一『露一章一一一一一》〈一一〉』貴一宇慰辨鈩惑》一一）・｝一》》）一

４甘露寺（廃寺）

一口再》》》懸穰舞塞雰零密鐸織鐸癖鐸瀧礒（』（一一毛．｛へ雷一一一）｜』・｛へ一一《』〈門

須乗新田村にあった真言宗の寺。
甘露寺に関する資料は乏しい。｛
）い。安永六年（一七七七）の「中野目組寺人別京門真言宗御改帳」（「矢吹町史」第３巻）に
須乗新田村同宗（真言宗）須乗山
須乗山甘露寺
あるいは

もり一甘露寺真言宗須乗薪
真言宗須乗新田村無住
とあるほか、天明・寛政年串
天明・寛政年間（一七八一～一八○○）の、「陸奥国新義真言宗本末帳」に、石川乗蓮寺門徒として、「同郡（石川

郡）須乗村甘露寺」とある。

これによると甘露寺は、石川乗蓮寺下の寺で、安永六年ごろは無住であった。乗蓮寺は、醍醐寺報恩院の末寺である。

現在須乗新田の甘露寺跡には、小さな建物が一棟あり、不動明王と、子安観音像が、各一躯ある。甘露寺は、江戸末期の万廷

二年（一八六一）に焼失したと伝えられているが、その後に建てられたのであろう。不動と子安観音は、焼失をまぬがれた像で
あろうか。この建物は、不動と観音をまつる堂と化しており、ここで子安講がおこなわれている。

子安観音には、子どものほしい人、子どもが無事に生れた人などがお参りにくるという。観音には、よだれかけが何枚もかけ
てある。

境内には、十九夜塔と思われる正徳元年（一七一一）の浮彫り如意輪観音像碑、廿一一一夜碑、安永一一一年（一七七四）の念仏・光
明真言供養塔、嘉永四年（一八五二の石燈籠などがある。
また、十》
また、十数基の墓碑があり、古いものでは元禄十六年（一七○’一一）の年号があった。甘露寺には、わずかな檀家があったもの

と思われる。

中野目村にあった真言宗の寺。明治五年の「本末一派寺院明細帳」によると、石川乗蓮寺の末寺であった。当時は無住で、一一一

５薬師寺（廃寺）

630
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【写真84】三城目城見寺山門（提供須藤典夫）

らしい。文化二年（一八○五）に「白河風土記」ができたころより少し前、寛政十二年（一八○○）に客殿が焼失したとある。

写真85】三城目城見寺本堂（提供須藤典夫）
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る

わ城［曰村の城見寺法伝が兼務していたら‐
城目村の城見寺法伝が兼務していたらしい。開山、世代などの旧記は、天保年間（一八三○～四四）に焼失して不明とある◎境
の

り内は八畝一五歩で、檀家は一一一軒とある。

あるいは

中野目村同宗（真一一一一口宗）天王山薬師寺
中野目村同宗（真言宗）天王山薬師寺
●

ぃ安永一ハ年（’七七七）の「中野［曰組十
安永六年（’七七七）の「中野目組寺人別宗門真一一一一口宗御改帳」に

章
七

第

一薬師寺真言宗中野目村無住
とある。

長く無住であったらしい。
薬師寺は、長く無住三

６三宝寺（廃寺）

堤村にあった真一一一一口宗の寺。堤村の居久根および地付山を調べた、宝永七年（一七一○）の「居久根地付山村改帳」（「矢吹町史」
第２巻）に

一境内錘誌間三宝寺

（一七七七）の「中野目組寺人別京門真言宗御改帳」（「矢吹町史」第２巻）に、

とあるほか、鎮守三宝荒神堂および、上ノ宮大明神のところに、「別当一一一宝寺」とあるが、今のところ、一一一宝寺寺名の初見
であろう。

安永六年
堤村同宗 （真言宗）光明山三宝寺
あるいは

｜三宝寺真一一一一口宗堤村無住
とある。

栄寿

で、開基は不詳、景政寺の門徒とある。

間、南北八間、客殿は、東西七問、南北三問の建物であった。本尊は坐像の大日如来とある。延宝元年 （一六七三）了海の中興

三城目にあった天台宗の寺。「白河風土記』によると、一一一城目村の中程、澄江寺に隣接してあった寺。 当時境内は、東西一五

８新光坊（廃寺）

また天保五年（一八三四）の「村用金控帳」（「矢吹町史」第２巻）に、一一一城目村が新山寺に一○○文を布施した記録がある。

同「白河風土記」に、愛宕社の別当として新山寺がみえる。

とある。本末関係は不明である。

’一一城目村にあった真言宗の寺。 「白河風土記」には、村の北端にありｊ客殿は東西五間、南北三問、本尊は、坐像の大日如来

７新山寺（廃寺）

神など堤村の神社の別当権をも持つなど、堤村の神仏信仰全体にかかわる寺であった。

これらの資料によると、一一一宝寺は、宝永七年以前からの寺で、堤村に二○軒以上の檀家を持ち、鎮守三宝荒神堂や上ノ宮大明

と署名してある。

真言宗三宝寺

本寺奥州石川町乗蓮寺、奥州石川郡堤村

、ｙ寺はこれらの人々を、拙僧檀那として切支丹宗門ではないと寺請し、

享保十三年（’七一一八）、堤村の村役人がまとめた「宗門御改帳」は、合計一一一軒、一一五人の人別宗門改帳であるが、三宝

いた。旧記などはなく、開山や世代は不明とある。境内は一反歩、檀家は一八軒とある。

また、明治五年の「本末一派寺院明細帳」によると、本寺は石川の乗蓮寺、当時は無住で、三城目村の城見寺法伝が兼務して

Ｉ
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９澄江寺

三城目字上町にある曹洞宗大源派の寺。

澄江寺の由来については、文化元年二八○四）の

「以書付差上申候当寺開基由緒之事」（「矢吹町史』第３巻
以下「由緒書」）、文化二年の「白河風土記』、大正四年の

三神小学校「郷土誌』などがある。
これらを総合すると、澄江寺は、結城七郎晴朝先祖の、
まつえい

澄江心光大禅定尼のため、貞和三年（一一一一四七）に建て
られた寺と伝えられてきた。その後、結城晴朝の末商に

あたる結城上野晴辰（中畠上野介晴辰）が、中畑を領し
た折、永禄七年（一五六四）岩城菊田郡滝村建龍寺の大

通を開山として再建。さらに、天正十一年（一五八三）
移城した三城目に寺を移したという。

劃Ｉ

蕊荊

・藤

【写真87】三城目澄江寺本堂

せがき

花まつりは、旧四月八日におこなった。花御堂に、時の花を飾るという。

にいただいていく。昔は沢山の参詣人があったという。

浬藥会は、本堂正面に浬藥図をかけ、寺でつくった団子を供える。参詣人はこれを拝し、帰りには、おさがりの団子を、土産

澄江寺」とあり、中札には、「奉転読大般若経専祈家内安全牧」とある。

も、五時ごろからおこなわれる（一一一朝祈祷）。この一一一朝祈祷の後、檀家全戸に札を配って回る。この札は、表に「×大般若寶續

ノ元朝祈祷は、檀家に配る札を用意し、大晦日の一一一時ごろから大般若経による祈祷をおこなう。早朝の祈祷は、二日と一一一日に

年中の行事では、元朝祈祷、浬藥会、花まつり、それに新盆供養などであるｐ

澄江寺の本尊は釈迦如来である。

とある。

陸奥国白川郡三城目澄江寺
建龍寺末陸奥己

、７同（菊田郡大瀧村）

である。「延享度寺院本末牒」には、
寺系の寺である。一柾

なお、建龍寺（
建龍寺の本寺は、常陸久慈郡澤山村の耕山寺。耕山寺は、越後村上の大源派耕雲寺末である。すなわち、澄江寺は耕雲

ではなかろうか。

Ｉ

さて、開山僧の大通という僧は、大通詮甫といい、澄江寺の本寺、建龍寺の開山である。あるいは、大通は澄江寺の勧請開山

山心光院である。

大通で、本寺は、菊田郡滝村の建龍寺と異なっている。山号、院号も異なり、中畑澄江寺は清林山地蔵院、一一一城目澄江寺は青林

しかし、再建後の開山僧は、中畑澄江寺が日庵宗光（永ヵ）とし、本寺を石川繁昌院とするのに対し、三城目澄江寺開山僧は

する寺である。

中畑には、莚澄江寺という同名の曹洞宗寺院があるが、その由来は、三城目澄江寺とほぼ同じで、両寺は開創伝承をほぼ同じく

’’’’’’’’’’’’’一一壹占ｐｐ１‐□。ｄ

【写真86】 三城目澄江寺山門

盆には、施餓鬼棚を飾り、無縁の餓鬼を含め、新雲亟の施餓鬼会をおこなう一方、新盆の家で棚経をあげて回る。
（三）矢吹地区の寺院
１幸福寺
大字中畑新田字西浦にある天台宗の寺。
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幸福寺の由来については、「白河風土記」に、慶長年中
（一五九六～一六一五）、真海の開基と伝えているが、旧記
が伝えられていないので不詳とある。明治五年の「本末一
派寺院明細帳」にも、年来無住で、旧記などもないので、

堂創立年代や歴代は不明とある。しかし、大正四年の「西白
励河郡誌」には、慶長十年（ニハ○五）に自伝法師が開基し
寺

本尊は、「白河風土記」に不動明王とあり、ほかに、木

報たとある。
田

Ｉいう山口万は、同じ村内にある愛宕社の別当であり、愛宕社

写

頁幸福寺の山口万は愛宕山、院号は長寿院である。愛宕山と

９
８

中像の如意輪観音像と勝軍地蔵の石仏を記録している。

新
畑

lIi i i i

石川郡中畑新田村
愛宕山長寿院

鐘銘には、

記録されている鐘銘である。

大福寺に関する最も古い資料は、嘉永七年二八五四）の「大福寺諸什物改帳」（「矢吹町史」第３巻、以下「什物改帳」）に

あって記録を焼亡したので詳しいことはわからないと書いている。

大福寺の開創者や開創年代を伝える資料は今のところみられない。「白河風土記』は、享保年間（一七一六～一一一六）に火災に

矢吹字西側にある真言宗の寺。

２大福寺

昭和五十二年、新寺地に新しく新寺が建てられた。
幸福寺は、昭

が安置されている。

年）、普賢菩薩肩

なお、幸福寺には新しく（昭和六十年代）、生れ年の守り本尊、千手観音（子年）、虚空蔵菩薩（丑年・寅年）、文殊菩薩（卯
）、普賢菩薩（辰年・巳年）、勢至菩薩（午年）、大日如来（未年・申年）、不動明王（酉年）、阿弥陀如来（戌年・亥年）など

盆や、春秋の彼岸には、多くの檀家がお参りしているという。

花まつりはやっていないという。

の角大師という。

大師良源）の札圭

、７大師良柵）０札吃出す。これは各家の玄関にはっておき、疫神除・災難除・魔除とする。幸福寺の角大師の姿は、須賀川妙林寺

年中行事では、元日正午から新春祈祷をし、お札の加持、無病息災を祈祷する。札は、天台宗独特の角大師（元一一一大師Ⅱ慈慧

四）の「飯豊山」碑、年不明の青面金剛碑などがある。

幸福寺の境内には、正徳四年（一七一四）の石造地蔵菩薩、弘化四年（一八四七）の「東堂山観世音」碑、元治元年（一八六

幸福寺

政期二七八一～一八○○）の、「天台宗寺院名前帳」には「奥州白川永蔵寺末五ヶ寺」として寺名をあげる中に、

○四）の「由緒書上写」に記録されている、末寺門徒中にも、「石川郡中畑新田村同（末寺）幸福寺」とある。また、天明・寛

、７．幸福寺の本寺は、「白河風土記』に「城下本町永蔵寺ノ末寺ナリ」とあり、白河の永蔵寺であった・永蔵寺の文化元年（一八

信仰と関係があろう。

と幸福寺が、神仏三体のつながりを持っていたからであろう。 愛宕社の本地仏は、勝軍地蔵であるが、幸福寺の勝軍地蔵も愛宕

写真88】中畑新田幸福寺山門

陸奥石川郡矢吹宿八幡山大福寺梵鐘

637

第七章いのり.まつる

第三節寺院・仏堂とほとけへの信仰

636

當山十一世現住沙門法印
写子

宥智

宥教

とあり、年紀は「元禄十一一一
とあり、年紀は「元禄十一一一（一七○○）庚辰天八月廿一日」とある。
元禄十一一一年で、大福寺の
元禄十一一一年で、大福寺の住職代数が一一代目であるので、歴史のある寺かと思われる。

なお、この梵鐘の大檀那は、白川城主の松平大和守をはじめ、矢吹町の庄屋、検断、矢吹新田庄屋など有力者の名がある。
大福寺の本寺は、小田川村（白河市小田川）の宝積院で、天明・寛政年間（一七八一～一八○○）ごろにまとめられた、「陸
奥国新義真一一一一口宗本末帳」に、宝積院末寺の筆頭に矢吹町大福寺の名がある。
本尊は、「什物改帳」に、
一本尊阿弥陀如来会田太郎左ェ門正信

とあり、「白河風土記」は、本尊を大日如来とする。

会田太郎左ェ門正信は、「什物改帳」に「当山什物並寄附施主控覚」とあるので、阿弥陀如来の寄付者であろう。

「白河風土記」によると、会田氏の先祖はもと佐久間姓で、天文年間（一五一一一二～五五）は矢吹中森におり、永禄年中（一五

，７雪、仙託川鈩巫曙鐵辨詐桝漸増細痙趣柑叩艫酢腓舞い脈籠田川川Ⅶ一つ一抓壯”肋二峠函州舳締琲癖州画鐡母妬Ⅱ冊識誹率舳魍糯罹
本陣役になったとある。本尊の寄付者は、この会田氏につながる人物であろう。

「什物改帳」によって、信仰に関する主な什物をあげると次のようである。
阿弥陀金仏（明和二年佐野鋳物師作）、地蔵金仏（宝暦四年佐野鋳物師作）、大日如来、如意輪観音、誕生釈迦金仏、弘法大師（石像）、
不動尊、浬盤像掛物、三尊弥陀（掛物）、十三仏（掛物）、護摩道具、百万遍念珠。

また、檀家については、「什物改帳」の「大福寺檀中人別」に、「惣家数八拾軒」「惣人数四百六人」とあり、檀家数の多い寺

百六拾枚斗

五拾三本

四百文分

右之施主へ大板札、小板札、守札、供物等相配候事

但三夜三日施主（十二人姓名略）

一七日より護摩祈祷有之候

但横川中緑屋へ遣来候事

志ほが満弐本

但壱わり

附木

但壱八位之値

せんす

但三枚五分値一一而求侯

せん扁い千四百七拾五わ

御札

一四日寺年始出候事

一三日役人衆年始

一二日惣檀中年始

立春御祈祷修行之事

正月元日より三ヶ日

大福寺の行事については、「什物改帳」の「年中風之行事」によってあげると次のようである。

であったことがわかる。右の「檀中人別」によると、ほとんどは、伊勢屋、大和屋、鶴屋など屋号を持つ町場の家であった。

Ｉ
【写真90】矢吹大福寺山門
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御札案文

（ポロン）奉修練阿國囿］尊護摩供
八幡山大福寺

家運長久、除災與楽祈所

守

阿國圀明王八幡山
御擁護

家運長久、除災與楽祈所
紙札

阿國開］尊護摩供御札大福寺
一九日詰願ニ付御神酒出ス
ー廿二、三日頃より、宿中日待相廻候事

初尾弐百文へハ板札守札付
百文ヘハ守札斗
五拾文只竪札斗

の様子としても幕末であろう。
これによると、大福寺の主坐
これによると、大福寺の主な行事は、元日から四日にかけた立春の祈祷と檀家と寺双方の年始、七日からおこなわれる護摩祈

祷、一一十一一、一一一日ごろからおこなわれる日待、二月の大般若会、四月の御殿山太子の祭礼、七月十四日、檀家の寺参り。これは、

祈祷を終えた四日には、寺から檀那のもとへ年始に回っている。お札一六○枚を用意し、そのほか、煎餅・扇子・附木などの土

元日から一一一日の問は、立春の祈祷がおこなわれ、その問、一一日に檀家が寺へ年始、三日には、役人たちの年始があった。立春

精霊供養・精霊会であろう。それに、九月の八幡社祭礼である。

星逸室

已下へハ延紙札斗

三拾五枚

九枚

十六日大般若御祈祷
一大板札

一小板札

八枚

一大杉竪札五拾弐枚
一延紙札

十七日横川・大野般若
右ヘハ板札守札巻数付
一四月四日夕より

御殿山太子祭礼
一七月十四日明セツ頃より寺参
惣檀中
一九月節句

鎮守祭、内八幡之社、当寺之持前故、当寺二而も鎮守之社へ出法楽致候事
鎮守祭、内八幡之社、当寺之持前故、山

但屋台出候節斗、平年者不及其義侯

写真91】矢吹大福寺本堂

【写真92】嘉永七年大福寺諸什物改帳
（熊田隼人家文書）

月

大福寺の年中行事に関するこの「覚」は、 大福寺が、八幡寺の別当であったころの様子を書きとどめたようである。明治以前

一

蕊蕊鱗霧
蕊蕊
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、

零W11：

る

わ産珂も用意三」れた。横川と中緑屋へは、特別塩がまを持っていったらしい。
り七日の護摩祈祷というのは、’’一人の施主のためで、一一一日一一一晩おこなわれたらしい。この護摩は、札の銘により家運長久、除

ぃ災与楽のためにおこなわれたことがわかる。「阿遮号尊」は「阿遮羅尊」であれば、不動明王である。

の

札・守札・竪札・延紙札の四種が用意され、それぞれ初尾料が違っていた。

蝉一一十一一、三日ごろには、矢吹宿中を対象にした日待がおこなわれた。この日待は、危除の日待であろう。この日待には、板

第

二月十六日には、「大般若経」の祈祷がおこなわれた。六○○巻ある「大般若経」を真読したとは思われないので転読であろ
う。これにも、大板札、小板札、大杉堅札、延紙札など、四種の札が用意された。それぞれの枚数がわかっているのは、毎年祈
祷を受ける人数が決まっているからであろう。大板札九枚と、延紙札八枚と数が少ないのは、該当者がわかっているのであろう。
十七日は、横川氏と大野氏を対象にした般若経祈祷がおこなわれている。二氏には、それぞれ板札と守札が出され、さらに巻
数も出されている。巻数というのは、どういうお経を何回読んだかを記した目録である。おそらく、この二氏から特別に依頼を
受けていたのであろう。そしてこの二氏からの祈祷依頼は恒例になっていたものと思われる。

四月の太子祭礼というのは、「什物改帳」に「御殿山一ヶ所、聖徳太子」とあるので聖徳太子の事であろう。この太子につい

』Ｖては、「白河風土記」（巻之十一矢吹村）が、「屋敷跡」として、次のように記している。
（ママ）

東ノ方、村中ニアリ、高サニ間余、頂キ平地ニシテ、東西一一一十問、南北四十問、住古、白川ノ城主本多能登守ノ別荘アリシ所ナレハ、斯

ク唱へ来シリトナリ、聖徳太子ノ小藷アリ、太子ノ像、木ニーナ立像、長ヶ一尺、縁日四月四日ナリ、別当大福寺（

聖徳太子のある場所を、「御殿山」というのは、白川城主本多能登守の別荘地であったからであろう。本多能登守と聖徳太子

の関係はわからないが、嘉永五年（一八五二）の「当宿方家之覚」に、「御殿山迄太子堂有、是ハ古キ鎮守ナリ」とある。
七月の盆の記事は、檀家の寺参りがあることしか記していない。
九月の節句には、大福寺持の八幡社の祭礼で、神祝いをおこなったらしい。

現在の大福寺の行事は、十二月一一一十一日の大祓いと元日の護摩供養、春秋の彼岸、それに新盆供養などである。

このうち正月の護摩供養では、「御祈祷宝犢大福寺」の札と、「奉修不動護摩供諸願成就祈枚」の札が出される。前者の札は、
月四日、世話人を通して檀家に配られる。以前は寺でおこなっていた。後者の札は、平成六年にできた不動堂でおこなう護摩
正月四日、世話
椿の札で、希望者に出している札である。
もり祈祷の札で、希
３山王寺

大和久字大和内にある真言宗の寺。

山王寺の由来については、山王寺の「過去帳」と「西白河郡誌」に僅かに記されるのみである。「過去帳」には、
山王寺の由来については、山王十
当山主寺開基雄一霊胴権大僧都法印
当山開基無量院従四位賢山廣明大居士

【写真93】大和久山王寺山門（提供須藤典夫）

とあり、「西白河郡誌」には、
承応元藷年正月十四日建主と云ふ
とある。

【写真94】大和久山王寺旧本堂

これらによれば、山王寺は承応元年（一六五二）または

一一一年に開かれた寺で、開基は、無量院従四位賢山廣明大居

士という人物、あるいは権大僧都法印ということになる。
しかし、権大僧都法印というのは僧階であって、だれを指
すのか、僧名がわからない。また、無量院賢山廣明大居士
という人物については、「過去帳」に「当所舘主多賀谷左

兵衛別所之霊魂」とも記していて、そうだとすると、江戸

lil
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承応三年に開基できた人物とは思わない。「白河古事考」は、「大和久村舘、多賀谷左兵衛尉
時代以前の人物ということになり、承応三年吟
住ス（略）此城永禄年中に落城と一三とある。

山王寺は、おそらく、大和久の舘主多賀谷氏を開基とする時代があり、その後、江戸時代にはいり、承応元（または三）年に
再興された歴史があるものと思われる。

山王寺には、隣接して日吉神社があるが、山壬というのは日吉神社をさす。日吉神社はすなわち山王社であるが、日吉神社は、
比叡山の地主神で、天台宗の護法神である。従って、犬和久の山王寺は、日吉神社と一体で、古くは天台宗ではなかったかと思
う。その時代は、大和久が多賀谷氏によって支配されていたころではなかったかと思う。

江戸時代の山王寺は、年未詳の「白川龍蔵寺門末」や「西白河郡誌」によると、白川龍蔵寺の末寺である。
山王寺の本尊は不動明王という。

４長徳寺

柿ノ内字馬場にある曹洞宗通幻派の寺。

寺伝によると、永正六年（一五○九）高林五郎左ェ門の開基、心操全忠開山の寺。「白河風土記」にも、永正六年、高林五郎

、ｙ左ェ門の開基で、長徳寺殿傑心宗英大居士という、五郎左ェ門の法名を記した、古い位牌を伝えるとある。
一方、「岩瀬郡誌』は、心操全忠が、天文八年（一五一一一九）に開創した寺で、開基は高林義景とする。
右「白河風土記」に、長沼永泉寺の末山とあるが、心操全忠は、永泉寺の一一一世である。永泉寺の開山は、麟山馨麟であるが、
麟山は、須賀川長松院の開山でもある。また、心操全忠は、その長松院の三世でもある。麟山は、須賀川長禄寺の開山、月窓明
潭の弟子である。月窓の門流を月窓派というが、長徳寺は、この月窓派の寺ということになる。

開基の高林五郎左ェ門は、高林村の舘主。高林五郎左ェ門は、須賀川二階堂氏の臣下という（「白河風土記」）。
「延享度曹洞宗寺院本末牒』によると、永泉寺末は一○か寺あり、これに、

長沼永泉寺末

長徳寺

同国（陸奥国）同郡（岩瀬郡）高林村

とある。

山号は瑠璃山というが、本尊薬師瑠璃光如来に由来する。

長徳寺の行事は、一月の元朝祈祷会、大般若祈祷会、月牌講総供養会、それに盆の施餓鬼法会と彼岸である。

元日祈祷は、一○時一一一○分ごろから祈祷をはじめ、理趣分経および大般若経のうち
二○巻の転読による祈祷をおこなう。年頭祈祷したお札は、四日に役員の人たちによ
り檀家に配られる。

大般若会は、一月十六日におこなう。檀家の年始日であるが、寺から開催の案内を
出しておく。大般若転読が終ると、飲食する。
月牌講総供養は、先代が郡山でおこなっていたものをひき継いでおこなっていたも

の。月牌は、亡くなった人の供養を毎月おこなうことであるが、その希望者に対し、
会同で供養するものであるｐ本来は、それぞれ亡くなった方の月命日におこなうもの
であるが、一緒にしている。この日は、本寺とその末寺の和尚、計五、六名ほどにき
てもらい、法要をおこなっている。

盆の施餓鬼供養は十六日におこない、檀家の人たちがお参りする。十三日と十四日

蕊鐘

644

645

は、檀家を回って読経供養する。

春秋の彼岸は、中日に住職一人で法要。お参りの人は、年忌供養の人が多い。

【写真95】柿之内長徳寺

iliIl
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５】矢吹の仏堂

地蔵堂

地蔵堂

阿弥陀堂

阿弥陀堂

薬師堂

薬師堂

観音堂

観音堂

観音堂

観音堂

中畑原宿

中畑

三神笠の内

矢吹大和久

中畑寺内

中畑正福寺境内

三神景政寺境内

三神景政寺境内

三神明新

中畑澄江寺境内

中畑根宿

廃

廃

廃

存

存

存

存

存

廃

廃

つ

大日堂
矢吹大福寺境内

廃

る

不動堂

存

問で、本尊は正観音、仁寿一一一年（八五一一一）の建立で、古城主熊井上野介の守り

もり本尊とある。
また縁日は、四月十八日で、信者は一八○戸とある。
二中畑澄江寺の観音堂

地区名・所在

１

仏堂名

２

ま

一二矢吹町の仏堂

３

り

の
い

観幸曰堂、薬師堂、阿弥陀堂、大日堂、地蔵堂、不動堂、など六種

蝉矢吹町には、一二の仏堂が確認気」れる。仏堂の種類としては、
第

である。これらの堂数は、観音堂四、薬師堂、地蔵堂、阿弥陀堂
が各二、大日堂、不動堂が各一である。

観音堂が特に多いというのは、全県的な統計結果と同じである。

４

澄江寺の観音堂については、大正四年の「西白河郡誌」にのみ記録されてい

【表６】福島県の仏堂
明治十一・十二年の
明細帳による）

堂名

地蔵堂

観音堂

１１１１ｌ

薬師堂

毘沙門堂

大日堂

虚空蔵堂

阿弥陀堂

不動堂

５

明治十一年から十二年にかけて、福島県は、各郡ごとに寺院と仏

堂の明細帳を作成させたが、このうち、仏堂明細帳（ただし宇多

郡と行方郡不明）記載仏堂全二一一一七堂、および、寺院付属の仏

５

る。明治五年の「本末一派寺院明細帳」にはみられない。また、江戸時代後期、

１

６

9２

8１

5１

４１

堂数五六六堂の合計は表のとおりであった。

ｎＶこれをみると、観音を本尊とする観音堂がきわだって多いこと
がわかる。また、矢吹町にみられるほとんどの仏堂は、全県下仏

堂統計による結果で、上位にある仏堂にみられた。以下、種別ご
とに各堂をみていく。

｜中畑根宿の観音堂（廃堂）

この観音堂については、寛保四年（一七四四）の「中畑村寺社
修験指出帳」に

一観音堂別当本山之山伏修験宗光明院

６

とある。「西白河郡誌」には、根宿の舘山にあって、境内は一一一一四坪、堂は方一一一

７

寛保四年の中畑付の差（指）出帳にもみられないので、それほど古くからの観
寛保四年の中畑村の差（指）出帳にもみられないので、それ粁

音堂ではないらしい。「西白河郡誌」には、澄江寺の境内堂宇
として、縦五尺、横一一一尺、本尊は子安観音菩薩と記している。
三明新の観音堂

やとあり、本尊は八寸の木仏坐像とある。この坐像の木仏は、馬

削明新の観音堂は現存する。「白河風土記」には、馬頭観音堂
ナ

ほ

リ頭観音像であろう。堂の境内は一一二問に一○間で、堂は一二問四

仏四方で、本尊は馬頭観世音、縁日は一一一月十一一日とある。

數方、一二月十五日が縁日とある。「西白河郡誌」にも、堂は一一一間
襯堂内中央の厨子には、三面念怒の馬頭観音坐像を安置してあ

到るが、傷んでいる。

第

数
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写真９７】明新観音堂

1８

写真96】中畑根宿観音堂（現在は倒壊した）
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【写真98】明新観音堂内の白馬

１

る

わ堂内には一一一一二枚ほどの馬の絵馬と木馬一頭があり、かつて馬を飼っていたころは、
り馬の安全、無病息災を願う人々が多く参詣したという。

ぃ観幸曰堂の前に仁王の石像が一対あり、元文四己未年八月日とある。

の

悼四景政寺観音堂
景政寺の観音堂は、薬師堂後ろの土蔵である。神仏分離で村が観宰曰堂を建てたとい

【写真99】景政寺観音堂（奥の土蔵、手前は薬師堂内
かんげ

あり、薬師免もくだされていた。しかし、村から隔った山の上にあったため、参詣人
、参詣人も少なく、堂宇もすっかり壊れていた。そ

のため長年、寺の境内へ再建したいと願っていたが、寛政十年つ七九八）世話人の
世話人の了承を得、村内の勧化によって、享和元年
四月、再建ざれ入仏供養がおこなわれたらしい。
棟札には次のような銘文がある（ただし部分のみ記す）。

一一毎蓉》》》》勢藥癖轌》》》一雪隷妥鑿》雷零雰轌饒麺謹》閂（蕊蕊議）『》『一一夢一》｝泥〈・雫坊》酊墓少丁十へ》湾

享和元辛酉歳大願主景政寺現職

小工棟梁

四月初八日権大僧都法印慧従代

奉再建當堂一宇造営成就入佛供養之所

庄屋

伊藤貞左衛門代大工棟梁
世話人

小針兵左衛門
佐内

新兵衛
新六

泉川万右衛門泉川喜代八瀬谷銀蔵

丹内藤右衛門

徳次郎

文化三丙寅年六月

加藤金蔵造作
加世話人

泉川守右衛門
助力惣村中

天井造作

鈴木友八

薬師堂前に、「奥羽三十六薬師霊場めぐり」の赤旗が立てられている。堂内正面の長押には、八枚の護摩札がみられる。いず

薬師堂は、後ろの土蔵の観音堂とつなげられていて、本尊の薬師は、観音堂にある。

て再建された堂であった。天井は、享和元年から五年後の文化一一一年（一八○六）につくられたらしい。

年紀の四月八日は、薬師の縁日である。この日に入仏供養がおこなわれたものと思われる。銘文によれば、村中の助力によっ

写真100】景政寺薬師堂

第

う。「白河風土記」三城目村御霊社の項に、同社神宝として、景政寺本尊十一面観音
をあげ「秘仏ナリ」と記している。また、十一面観音像の扇（扇面形懸仏）のあるこ
とも記しているが、これらは神仏分離で、御霊社からとり除かれたものであろう。あ
るいは、これらを保存しまつる建物として土蔵づくりの観音堂が建てられたのであろ

うか。この堂に鎌倉権五郎の所持品を収めるといい、宝物殿をかねた堂である。現在、
堂内には、薬師堂の本尊、薬師如来のほか、不動明王、十王像ほかの仏像がある。
五景政寺薬師堂

ごロブ師鯛慨諦鵬川抓蒄Ｍ噸Ⅷ世即鐘輌廻肺邦岫緬聰Ⅷ盃岫峰舜川岸相磨小翻士記」にも、「薬

藤

この薬師堂には、享和元年（一八○一）に再建されたときの棟札が残っている。こ
いる。これによると、堂はもと景政寺持の薬師山に

！
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籔

れの札にも、「奉修加行護摩供廿一座」とある。また、二人の武者（一人木曽義仲、一人

今井四郎）を描いた、年不明の絵馬が一面あり、数連の折鶴があげられていた。
六正福寺薬師堂

正福寺の薬師堂は、もと「くにがみだて（国神館こにあり、源義家が戦勝祈願をした
という。正福寺の境内に、いつごろ移されたかは不明である。寛保四年（’七四四）の

「中畑村寺社修験指出帳」正福寺の項には、境内の仏堂として、薬師堂があげられている。
寛保四年から十九年後の宝暦十三年（’七六一一一）には、薬師堂の立替がおこなわれたら
しく、「請取申林木之事」Ｓ矢吹町史」第３巻）に、
右者、拙寺地内二立来侯薬師堂、及大破二候二付、立替普請仕度御願申上、拙寺境内一一而、足

材木伐取申度奉願候処、願之通、被仰付、被下置候二付、右之木数、慥二請取申所、実正一一
御座候
とある。

しかし、その後間もなく、明和五年（一七六八）十二月に、正福寺客殿、庫裏、古薬師堂が焼失したという届が、庄屋、組頭
しかし、その後間もなく、明和五年

泊り当時薬師堂は、正福寺境内の材木を足材にして立替されたことがわかる。
から出されている（中畑「郷土誌」）。

正福寺境内の仏堂として、方三間半の薬師堂があると記している。
「西白河郡誌」には、正福寺一
と、子安観音がある。
堂内には、薬師如来と、子｛
七中畑寺内の阿弥陀堂

。．．』・回『←‐》』一一胡：藩一・一一・一一、、．》千二．》

寺内の阿弥陀堂は現存する。 寛保四年二七四四）の「中畑村寺社修験指出帳」に、来迎院管轄の阿弥陀堂が記録されている

が、これが寺内の阿弥陀堂であろうか。

本尊とされているのは、梵字キリークが刻まれた板
碑である。キリークは阿弥陀如来の梵字である。
仏学の行事（天王様）で使用されるものという。堂内

、ｙ堂内に、念仏太鼓や大数珠がある。この地の天道念
にその念仏唄の文句を書いた紙が貼付されている。

堂内にはまた、小峯神社および三峯神社の札箱があ
り、両神社のお札が収められている。
この阿弥陀堂には、毎月お参りする人がいるという。
八大和久の阿弥陀堂

「白河風土記」 柿之内村
この阿弥陀堂については、冑

村支配

の端村、大久田の項にみられる。
阿弥陀堂

熊野ノ社ノ東ニアリ、堂東西二間、南北二間三尺、像長サ一尺五寸、木仏座像
は阿弥陀如来、信者は四四戸とある。
は阿弥陀如来、信者は四四戸

」、宝永一一一年（一七○六）の年紀があるらしい。この石仏について、地蔵尊が小児に化身し、里人の田植を助け
尊は石仏の坐像で、宝永三年

三神村慈眼寺の項に、境外仏堂として、「字笠之内にあり、境内九坪、堂方一一間」とある。さらに、この堂の本
「西白河郡誌」三神村慈眼圭

九一一一神笠の内の地蔵堂

夢

【写真101】正福寺薬師堂

【写真103】中畑寺内阿弥陀堂内正面・本尊板碑

とある。また、「西白河郡誌」には、矢吹町大和久字古山王にありとして、三九坪の境内に縦九尺に横七尺の本堂があり、本尊

【写真102】中畑寺内阿弥陀堂（提供須藤典夫）
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駕

る

わたということで、俗に田植地蔵というとある・
り縁日は、’一一月一一十四日とある。

ぃ一○澄江寺（別当）の地蔵堂

の

支配とある地蔵堂今と記録するほか、この地蔵堂に関

憶寛保四年の「中畑村寺社修験指出帳」に、澄江寺

第

する資料を、今のところみていない。
二正福寺境内の大日堂

現在この大日堂はない。寛保四年（一七四四）の

「中畑村寺社修験指出帳」に、真言宗の正福寺の境
内にある仏堂し苧して、薬師堂とともに大日堂が記さ

れている。そのほか、この大日堂に関する記事をみ
ていない。

平成六年に建てられた新しい堂である。護摩堂と

■ロワ’二大福寺境内の不動堂
して使用されており、正月に、厄払いの祈祷がおこ

されている。

なわれ、「奉修不動護摩供諸願成就祈願」の札が出

第四節いのり・はらいの諸相

蕊＝Ｓ＝

月Iii

司露

子どもの成長と健康を祈る。子どものできない人は、子安地蔵を借りて帰り、これを抱いて寝

とく盗難にあって今はない。この日、地蔵に酒・米・菓子・果物などを供え、子授け、安産、

員は、若いお嫁さんたちで、現在七名である。礼拝の対象は、子安地蔵であったが、前述のご

このうち、神田の子安講は、毎年二月十七日に慈眼寺本堂でおこなわれている。子安講の講

回確認できたのは、三神地区の神田、中野目、須乗新田、中畑地区の根宿、松倉などである。

矢吹町では、子安観音や子安地蔵に、安産・子育てを願う子安講が各地にあったらしい。今

一方、神田の慈眼寺には、子安地蔵があったが、平成七年ごろ盗難にあったという。

子安観音像を共有している。

置されていた。山門のところに観音堂があったという。また、中野目地区では子安講があり、

ある。このほか、「西白河郡誌」によると、中畑の澄江寺の観音堂にも本尊の子安観音像が安

矢吹町では、甘露寺跡の堂内に子安観音像がある。また、正福寺の薬師堂内にも子安観音が

え出された仏像である。

赤児を抱く観音や地蔵を子安観音、子安地蔵という。安産と子育てのために、江戸時代に考

子安（講）と観音・地蔵信仰

’
【写真104】慈眼寺地蔵堂（神田

写真106】大福寺不動堂

一一一一踊
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【写真107】大福寺不動堂のお札

【写真108】矢吹・大池地内の地蔵尊
写真109】大和内執心地蔵尊

、
よらいの諸相

第四節いのり

写真105】現在の原宿大日堂

ると授かるとして、借りる人がいる。それで授かって、人形を供える
人もいる。この日は講員だけでなく、地区の人たちも子どもの健康を

願ってお参りし、子安地蔵の札をいただいて帰る。昔は、寺でお鼈も

りしたが、今は日曜の昼におこなっている。
中野目の子安講は、十一月か、農閑期におこなわれた。講員は一○
人程度で、中年までの女性、行事は昭和四十年代にやめている。本尊

は子安観音像で、講員で守ってきた。当日は、ポタ餅をあげたという。
須乗新田の子安講は、一一一月の第二日曜日に、本尊子安観音のある甘
露寺跡の堂内でおこなう。講員は若いお嫁さんたちで、今は五、六人

ほどだが、以前は一五、六人ほどもいた。午後、集落の女性たちがお
重を持ってお参りにくるので、講員の人たちは接待するという。

一方、光明真一一一一口は「オン、アポキャ、ベィロシャノウ、マカポダラ、マニ、ハンドマ、ジンバラ、ハラバッタャ、ウン」とい

えられる。

陀に帰依し、すがる意で称えられたり、阿弥陀の力により死者の成仏・供養、あるいは災厄をもたらすものの防除・鎮災にも称

念仏は、仏を心中に深く念ずることであるが、｜般的には「南無阿弥陀仏」の文字の名号を称えることである。念仏は、阿弥

二念仏と光明真言信仰

になったらしい。

、りる。昔は、周り番の宿に集まって、餅をつき、アンコ餅にして食べた。また、丸餅をつくり本尊に供えたという。今はバス旅行

中畑澄江寺の子安講は、一月と十一月の二十一一一日におこなわれる。講員は、同じく若い嫁で、嫁いでくると講員のさそいがあ

【写真110】明新上地蔵尊

【写真113】松倉宝蔵院念仏供養塔【写真111】須乗・丸の内念仏供養・二＋三夜碑

うもので、これもまた除災・滅罪あるいは魔を払う力があるとされる。

矢吹町では、丸の内の道路に錫杖を持つ、安永七年二七七八）の石造地蔵があり、「念仏

一己７供養塔」とある・同所には、元文四年（一七一一一九）の如意輪観音様の碑があり、これには「十

九夜念仏供養」とある。両碑は念仏を持って供養し、建立されたもので、その念仏は亡魂供養

にあったろうか。松倉宝蔵院に江戸時代の木造地蔵菩薩像があり、その厨子に「念仏講中」と
あり、念仏講員らが地蔵を本尊として称名念仏をおこなっていたらしい。宝蔵院には、阿弥陀
｜一一尊の来迎図や十一一一仏図の掛軸もあり、ここで念仏講員がおこなっていた念仏は、死者供養．
亡魂供養の念仏である。また、百万遍念仏で使用す
る大数珠があるので、その念仏は百万遍念仏であっ

一鰯騨一一一

たろう。境内には、「念仏供養」とある文政十三年

（一八二九）の碑があり、これは念仏講が関係して
建てたものであろう。

矢吹町北町の石造の大仏（地蔵）かたわらに、

「南無阿弥陀仏／寒念仏供養／敬白」と刻む碑があ
る。寒中の念仏行をおこなった者が建てた碑で、こ

れも念仏講であったろうか。城見寺には、石の小祠
に「念仏講中拾五人」と刻まれ、台石には「村中安

【写真112】松倉宝蔵院 ｢念仏掛軸」
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全」とある。文久一一年（一八六二）の年号がある。小祠内にどのような仏。あるいは神がまつられていたかわからない。

倒騨（髄

一方、念仏と光明真一一一一口とをあわせて称名することは、江戸時代後期、当地方では安永ごろには各地でおこなわれるようになる
らしい。

供養塔

矢吹町では、甘露寺跡に、次のような銘文を刻む碑がある。
光明真一言十万八千遍
梵字（キリーク）
念仏一百八万遍

供養

施主坂路平右エ門

安永八已亥歳七月廿四日

また、正福寺に
光明真言一百万遍

梵字（キリーク）
念仏百万遍

文政四辛巳十月俗名岡崎長左エ門光映

原宿の大日堂に
光明真言百万遍
念仏百万遍
軍人安全

正福寺現住相馬大□代

明治三十八年九月十八日

と刻む碑がある。

これら、光明真言と念仏をあわせて称名した目的はそれぞれあったろうが、明治一一一十八年の称名・建碑は、軍人安全が主な目
的らしい。明治一一一十七年には、日露戦争がはじまり、三十八年五月には日本海海戦があった。こうした不安な情勢の中、兵員と

もりして戦地へ赴く軍人の無事安全のために、光明真言と念仏が称えられたのであろう。
安永八年と文政四年の称名と建碑は、あるいは防災、特に疾病除けが目的であったかもしれない。この地方では、牛頭天王の

祭りで数珠繰りがおこなわれているが、中野目の天王（現八坂神社）や、大畑の住吉神社末社の天王社（八坂神社）で、村の入
口や辻で数珠繰りがおこなわれている。これら村の入口や辻で念仏や光明真言を称える数珠回しは、悪疫の防除が目的である。
牛頭天王は、それ自体疫神で、その疫神が悪さをおこさないように牛頭天王をまつるのである。その祭りが旧六月であるのは、
このころが疫病の流行する時期だからである。牛頭天王をまつると同時に、念仏や光明真一一一一口の力で、悪疫を防ぎ止めるという二
重の防御である。

三馬頭観音信仰
こううんき

農家に耕転機が普及しはじめる昭和一二十五、六年ごろまでは、馬は大事な労働力であった。それのみならず、馬小屋の糞尿と
敷藁は良質の肥料となったし、仔馬を売れば現金収入になった。持ち馬は半身上といわれ、農家にとっては貴重な財産でもあり、
また従順な性格のため情も移って大変大事にされた存在であった。
このため、馬の出産（
このため、馬の出産のときは安産を、仔馬には健康を願って神社参りをした。馬を守護する神や仏というのは、主に馬頭観音

と菅（勝）善神である。

656
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【写真115】神田慈眼寺念仏供養塔【写真114】原宿大日堂「念仏百万遍」碑
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【写真116】明新観音堂絵馬

【写真118】明新観音堂「群馬」絵馬

蕊皇．

観音堂への信仰は近隣各村におよんでいた。

矢吹町では、明新に馬頭観音を本尊とする馬頭観音堂があり、か
っては遠近の参詣があった。
縁日は、一月の七日・十七日・二十七日、二月の十日である。こ
の日は、青年が堂に幕をはり、参詣者にはお札と笹の葉を用意し、

買ってもらった。参詣者の中には、馬の草履や馬のたてごを持ち帰
っていく人がいた。草履は倍にして返した。

堂内には、’一一○数枚の絵馬と木馬（一頭）がある。木馬は、地元
の白楽・円谷直吉氏が奉納したものという。

絵馬は、ほとんど馬の図である。年代のわかるものをみると、江
戸時代のものは少なく、大半は明治年代である。

江戸時代のものは、嘉永五年（一八五二）の絵馬で、これは洋風
の建物と外国人を描く風景画である。馬頭観音の信仰とは直接的な
関係はないのかもしれない。

明治年代では、明治十四年・同十五年・同十九年・同二十一一一年・
同一一十七年・同一一一十年・同三十七年・同一一一十八年、大正以降では、
大正十二年と昭和二年の絵馬がある。

奉納者の住所では、中畑村（六枚以上）、当村とある明新（三枚
以上）、石川村・同町（一一枚）のほか、三城目、滑津（中島村）、
須釜村（王川村）、川辺村（同）、前田川（須賀川市）などで、この

絵馬の中には、二○○頭以上を描く群馬図、』あるいは 「馬」の字を一○○○字書いた絵馬（明治十五年）もある。

ら蕊?:;ず/ﾄﾞｴｰrI;Tjfilrjr蕊！

馬の安産・健康を守護するとして、県南・県

村郡小野町の東堂山観音である。

、ｙ中から会津各地に聞こえ、参詣されたのは、田
東堂山信仰は、江戸時代の末からみられるが、

大信村下新城には文政二年二八一九）の碑、
上新城には弘化二年（一八四五）の碑、町屋、

上小屋には嘉永七年（安政元年）の碑や燈籠が
ある。

矢吹町域では、幸福寺境内に弘化四年二八
四七）の碑があり、次の銘文がある。

庚申・東堂山

写真120】中畑新田旧幸福寺境内
観世音碑

騒蕊

iii鑿篝鍵|鑿illll
【写真122】根宿馬頭尊碑

「東堂山観世音／弘化四丁未六月吉□／村内安

相全／世話人（佐久間二名、三村二名、渡辺一名）」
い

傭矢吹町にも、同じころ東堂山信仰がおよんで

坊いたことがわかる。しかし、東堂山の碑はあま
りりみかけなく、このほかでは慈眼寺境内に一基

いをみるのみである。慈眼寺の碑には、「東堂

の

【写真123】神田慈眼寺馬頭観世音・馬頭尊碑【写真121】神田慈眼寺東堂山碑

駕篭蕊鴬謬蕊蕊一幾罎籔蕊篭蕊亀邊麟議警蕊灘篭蔓驚一篭帯篭護憲蕊籔黛欝議響一驚蕊蓄鳶嬢籔蕊悪鷺蕊欝鴬鵯墨蓄咋蒋嵩豊驚一玉一や》（》一争鬘」『（｜畳一一一一年》》一一蕾》琴》》｛Ｍｗ・一一一一》一（》一暉一奔雍澤雲晃雅｛》罐一鉾殼一》『｝灘一一一Ｂ｜『乘寒一一雷薑一一一》雫（》一声｛一｛鑓一一一》》舞一琴乘一一『》》》（一一葛一癖》一》一》鬘奎『｜』卦一一一雑」録潔□一》一夢壬轌一》一一鑓声〉『》『》毎回》》一》》鎧》》一》『嶽愛》』轆議》蕊》》》謹騨鐸｝》》》一み｛搾鐸鐸蕊率》》》》一審｛》鐸雰鐸一蕊鋒》勢一｝》》塞鐸》鍔壗蓬零雲巍》》》》》》》》》露零》

.Ⅷ

卿山／講中安全」とある。年紀はない。’
第

【写真117】明新観音堂絵馬
写真119】明新観音堂「馬字」絵馬
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以上は、馬の誕生や生前の無事、安全を願う信仰であるが、死後にも馬頭観音の加護
があるようにと供養し、馬頭観音の碑を建てた。

そのような馬のための供養碑は、矢吹町の各所にみられ、いかに馬が飼われ、馬を大
しつかい

事にしてきたかがわかる。馬頭観音の碑は、ほかのどのような信仰の碑よりも数多く、
とても悉皆に調査することは困難であるので、知り得た一部の銘文を次にあげておく。
１「馬頭観世音／天保□□天一一月一一十一一日」（丸の内の道の一一一叉）

２「馬頭観世音／明治十五、Ｕ七月吉日／右、Ｕ、左北平山」（宝蔵院境内）

３「馬頭観世音／明治三十八年／右ハ泉崎村、左北平山村／施主水野谷徳□郎」（同所）
４「馬頭観世音／明治四十一／右泉崎、左北平山／施主岩谷鉄之助」（同所）
５「馬頭観世音／昭和十一年三月十七日／施主水野谷富江」（同所）

６「従軍馬供養塔／支那事変／昭和十二年九月十三日出征／昭和十四年五月廿日建之」（御
霊神社境内）

廿日建之（他名省略）」（須乗愛宕神社）

〃

「従軍馬供養」／為支那事変従軍馬供養／昭和十四年一月
■７７「戦勝馬頭観世音」（碑表銘）、「従軍馬処

８「馬頭観世音／西勝号／昭和四十八年三月十七日／施主藤田忠八」
９「馬頭観世音／昭和五十四年／藤田兵二郎」

儲

誌鼻鐡
叢

右の碑のうち、宝蔵院の２．３．４はいずれも道標をかねており、もとは別の場所にあったはずである。
６～９の碑は、かって軍馬として出征した馬の供養碑である。戦場から戻った馬などはいなかったと思われる。そのような馬
の供養碑である・８と９の碑も、出征した馬の供養碑であるという。戦後一一一○年を経てなお、供養碑を建てる例である。

四古峯原（神社）（信仰）
古峯神社は、栃木県鹿沼市に鎮座する神社。旧日光修験の行場、古峯原にまつ

もりられる金剛童子への信仰がベースで、この行場に奉仕し、護摩祈祷と札を出して
きた石原家が、現古峯神社である。

この神社は、火防・風除け・盗賊除けなどにご利益があるとして信仰されるが、
矢吹町では火防信仰が主のようである。

古峯信仰が福島県におよぶのは江戸時代の末であるが、矢吹町では確認できな
かった。今のところでは、御霊社に「古峯神／明治二十七甲午歳旧十二月」の碑

があり、明治の中ごろ以降になると、古峯神社信仰の存在がわかる。このほか、

矢吹の愛宕様に「古峯神社」の碑があり、「明治三十七年／上組廿四名講中」な
どとある。

古峯神社

【写真127】須乗・花ノ里
古峯神社

相古峯神社への参詣は、松倉の講中では男四人で、泉崎から汽車にのり（宇都宮
いはら

幟でのり換え）、鹿沼からバスで古峯原にいった・その日は神社で一泊し、翌朝お

鉈祓いを受けて講員分の札をもらった。札は、帰ってから全員に配ったという。講
りは、昭和四十年代にやめたらしい。

仰一一一城目では、かって四○名ほどいた講員が二○名ほどになったが継続しており、

660
6６１

写真125】矢吹愛宕神社境内
古筆神社

【写真126】矢吹神社境内

！
醐六月初旬に抽選で決まった四人が代参してくる。代参人の報告は、神社の社務所

第

写真124】沢尻従軍馬供養碑．東堂山祠（提供鈴木広）
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でおこなわれ、その後に慰労会となる。

柿之内では、講員は三、四○名でやったらしいが、戦後も、特に最近でも少なくなって

半減したという。昔は、白装束に草鮭ぱきで歩いて代参したという。昔は五月中に代参し
たが、田植えが一か月早くなり、六月の田植えが終った後になった。

松一房では、大晦日に代参し、一兀日に帰り、二日ごろに札を配るという。

，軽い剛懲

寺内では、三峯講も古峯原講も、札は郵便で送ってもらい、総会のときに配布するとい
第７。

五三峯山（神社）（信仰）
三峯神社は、埼玉県秩父郡大滝村字大字三峯に鎮座する神社。一一一峯山は、

一一一峯神社のある峯をさすが、本来は霊取山、白岩山、妙法ヶ岳の三山とい
おおかみ

■７う。中世末から修験化し、山岳信仰と結びつく山伏たちによって関東を中
、心に広まったという。この神社の神の使いが狼であることはよく知られ、
守礼には狼の姿があらわされた。

この神社のご利益は、火難、盗難除けにあるとされる。

矢吹町域に、三峯神社の信仰がいつごろからおよぶのかわからないが、
矢吹神社に「三峯神社」とある碑は、「明治一一一十六年四月八日」の年月日
がある。また、同じく矢吹神社の燈籠に「奉納三峯神社講中大正八年四

ｕ

iil篭

；

厩Ⅱ諭竺

趾今匂笙神璽

一綿

；鶯篝驫譲霧露■「■■：：霞…蔓霞籔鍵蕊議鑿蕊議蕊》蕊警驚婁》薑蕊蕊嚢一一嚢

月十九日」とあり、大正の中ごろには三峯信仰の講があった。

矢吹の三峯神社信仰は、古峯原信仰とともに盛んである。中畑では、一一一峯神社の大祭の
四月八日にあわせて、｜泊の代参をおこなっている。出発は四月七日でその日の早朝、
分社の前に旗を立て、ご祈祷してから出発する。現在は自家用車でいくが、以前は汽車で

もりいった。代参者は七名で講員五五名分の札を受けてくる。札は十四日に渡す。

松倉では、観音山にある祠に受けてきた札を納め、集落役員と代参者が酒と卵を供える。
これを「玉神酒あげ」という。

三峯神社の分霊をまつる祠は、寺内の阿弥陀堂からのぼったところにもある。

などである。

一一一峯神社の札は、蔵の戸に、古峯原の札とともにはりつけてあるのがみられるが、根宿
の来迎院では入口の壁板、寺内の阿弥陀堂では、堂内の柱に札いれ箱がとりつけられ、こ
の箱に古峯神社の札とともに納められている。
札の銘は、
１「三峯神社／火防之神璽」
２「三峯神社／ご祈祷神璽」

３「三峯神社／盗賊除神璽」

六石尊（阿夫利神社）信仰
〆

；

蕊

箔ａ

Ｉ
【写真128】井戸尻．十日の森稲荷神社境内「古峯神社」

中畑根宿の正八幡神社境●内に「阿夫利神社」と記す石碑があ、り「大正十四年十月一一十四日」の年号が．ある。阿夫利神社は、神
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【写真129】矢吹神社境内三峯神社
【写真130】根宿来迎院札所

Ｉ
蕊
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始多覇

奈川県伊勢原市の大山（標高一二四六メートル）山中にある神社。根宿の石碑は、

この神社に参詣した記念に建てられたものであろう。大信村上新城に、大正十年

ごろの七月二十九日に大山参りをした人がいるので、大正末年か昭和のはじめご

ろまでは、阿夫利神社への参詣があったらしい。この阿夫利神社は、「延喜式」

の神名帳に記された神社であるが、明治の神仏分離までは、石尊大権現の名で信
仰されていた。矢吹町域では、中畑原宿の大日堂境内に、
大天狗天明四甲辰年
石尊大権現

小天狗十一月吉祥日

と記す碑がある。大山は、山岳信仰の山で、清僧、修験、神職が住み、仏事、祭
祀にかかわっていた。この碑には、天狗が表示されているが大山が修験系の山で
あったからであろう。同様の碑は、大畑の住吉神社にもあり、
大天狗

石尊大権現
小天狗

の銘があり、台名に「天保四癸巳七月十八日、村中」とある。また、松倉の宝蔵

院境内には、「石尊大権現／講中村中安全／万延元申六月廿七日」の碑がある。
大山は、雨雲がかかり、雨を降らせること雨降山といわれ、「阿夫利」はその
転化という。雨をもたらす山ということで、農耕信仰が主らしい。この山の信仰

この山の信仰地は頂上にはない。

は関東が中心であるが、福島県では、中通りや浜通りも関東寄りに信仰の跡がみられる。

七場殿山信仰
湯殿山は、山形県東田川郡朝日村にある。標高は一五○四メートルであるが、
しめ

、

湯の流れ出る山腹の露岩がご神体であり、信仰の対象である。この地への登

境：，

蕊
洲ｌ、抑＄
｛石‐

湯殿山碑出羽三山の碑

【写真136】三城目城見寺境内【写真135】御霊神社境内

参詣口は、大井沢口（別当大日寺）、本尊寺口（別当本導寺）七五一二掛口（別
拝参詣口は、大井沢口（別当大日寺）、本尊寺ロー
注連寺）、大綱口（別当大日坊）などがあり、福島県内の信仰の多くは、大井
当注連寺）、大綱口（別当大日坊）などがあり、福
沢口や本導寺口から登拝した。

湯殿山は、それ自体単独の信仰地であるが、月
山や羽黒山とともに、出羽一一一山の一山として、三
山とひとつなぎにした参詣・礼拝の一山であっ

た。従って、例えば参詣帳に湯殿山とあっても、
実際には月山も羽黒山も参詣しているのである。

内湯殿山碑

写真134】矢吹愛

県内の参詣記念碑は、「湯殿山」と記されるもの
が多いが、これも「湯殿山」とはあっても、三山
を参詣しているのである。

矢吹町の湯殿山参詣（三山参詣）を、参詣後に

篦、－灘
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■

鱗黙許』謡麟零》

権現碑

(提供大野弘美）

li l l
立てた供養碑にみると、矢吹愛宕神社の碑に「湯
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写真131】中畑・本村石尊大権
現碑(提供鈴木広）

寺内石尊大権現碑
【写真132

写真133】松倉宝蔵院石尊大

嚢
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わ殿山／宿内安全／安政一一乙卯年八月初八日」とある。、また、城見寺の「湯殿山」の碑は、「明治一一巳年四月八日」に立てられた
ぃ八月八日建立」とある。

りらしい。慈眼寺前の路傍にも、「湯殿山」の碑があり、「講中安全／本道寺口／先達木村市蔵（ほか一一九名略）／明治一一一十四年丑
の

日」とあり、戦後の建碑である。

樟このほか、御霊社には、一二山の山名を刻む（中央月山、右羽黒山、左湯殿山）碑がある・年紀は「昭和二十五年丑旧七月十六
第

八飯豊山信仰
また

福島・山形・新潟に跨がる飯豊山は、本県を代表する山岳信仰の山である。信仰の中心は、

本山といわれる、標高二一○五メートルの主峰で、山頂にまつられる一王子、一一王子、’一一王子へ

より、本地仏の虚空蔵菩薩がとり除かれ、権現の称も廃止されて飯豊神社となった。人々が飯

■ｙ四王子、五王子とその本地仏五大虚空蔵菩薩が飯豊権現の本体である。明治以後は神仏分離に
豊権現・飯豊神社に期待したのは農作物の稔り、五穀の成就である。そのほか、会津では、二
○歳前の青年たちが一人前の証しとしてのぼった。

福島県の中通りでは、西白河郡、東白川郡、石川郡、岩瀬郡、安達郡などからの参詣が江戸
時代の末にはみとめられる。

矢吹町域では次のように、大畑、大和久、須乗新田、中畑、松倉方面からの参詣があった。

，ｉ

ｆ

天保十年（一八三九）の「飯豊山御行人宿帳」（「福島県山都町史資料集第九集」）によると、

浅川領大畑村から一一人が、七月一一十九日、一ノ木（山都町）の仙道屋に宿

泊している。また、嘉永五年（一八五二）の「飯豊山参詣御行人御泊覚附」

（同）によると、白河領大和久村から一一人、慶応四年（一八六八）の「飯
、ｙ豊山御行人宿控帳」にも、大和久村からの参詣があったことがうかがえる。
また、須乗新田の甘露寺跡には、嘉永四年二八五一）の石燈籠があり、
これに「飯豊山大権現」とある。中畑原宿の大日堂境内には、「飯豊山／
明治五壬申十一月吉日」の碑がある。また中畑根宿の八幡神社には、「飯
豊山／明治三十一年旧八月吉日」と記す碑があり、明治の後半にも参詣す
る人があった。松倉宝蔵院には「飯豊山」とのみ記す碑がある。しかし、
これ以降は、今のところ参詣した資料をみていない。

九三十三観音順礼および廻国
矢吹町には、三十三観音の札所はないが、矢吹町域から順礼に出た人はいた。
古くは、矢吹村の十誉了願（俗名大野庄之）がそのうちの一人である。

夢

Ｉ

了願の順礼は、西国、坂東の一一一十一一一観音、秩父三十四観音、それに仙道の一一一十一一一観音を順礼した。道心堅固の行者であった。
了願がこれらの一一一十一一一観音を順礼したことは、岩瀬村守屋の仙道一一一十一一一観音、第一一一十一一番札所に次の銘文を記す順礼納札（板

札）が残されていることでわかった。
西国秩父坂東為父母菩提白河領石川郡矢吹邑
梵字（サ）西国秩父坂東為父母善一
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l l li l l l il il i l
写真138】松倉宝蔵院飯豊山碑

3k
667

よらいの諸相

第四節いのり

梵字（キリーク）奉納仙道三拾三所順禮之度成就所
梵字（サク）正徳三癸已天四月吉日十誉了願俗名大野庄之

この銘文によると、了願は仙道一一一十一一一観音札所を六度順礼した
らしい。それは、父母の菩提のためであった。

仙道一一一十一一一観音の札所設定は、東北で最も早く、明応七年（一

四九八）には、船引正覚寺の禅心が一一一十三度も順礼し、記念の納
札をおこなっている。

仙道札所の順礼は、近世やそれ以降も継続され、現在も順礼納

札されている。仙道一一一十一番および一一一十二番札所の納札によると、
昭和五十七年に一人、五十八年に一一人、平成元年にも二人が順礼
昭和五十七年に一人、
した札を納めている。

『】

捌騨蝋》

ところに二基あり、「奉納大乗妙典／日本廻国六十六部塔／願主□浄」と刻まれている。

三十三観音磨崖仏

隈戸川に注ぐ馬尾瀧という小流の瀧があることに由来するのであろう。

る。平成九年矢吹町が福島県立博物館の若林繁氏に磨崖仏
岩壁に彫られた仏は、合計で一一一七躰あり、’一一一一一という数をこえている。平成九年矢吹町布
はくらく

地蔵、薬師、阿弥陀が各一躰、それに、菩薩形立像と、像
の調査を依頼した結果によるとその内訳は観音とわかる像が一一三躰、地蔵、薬師、阿弥陀布
容が剥落して台座のみになったものが各一である。

これらの仏像は、彫られている岩壁の位置から、大きく二群にわけられる。一群は、岩

壁の上（Ｉ群とする）、もう一群は、岩壁の下方（Ⅱ群とする）である。一一群のうち、上
方の群は、三躰のみである。一一一躰は、いずれも顔の部分を剥ぎとられているが、像容から、
薬師如来（坐像）と阿弥陀如来（立像）と如意輪観音（坐像）とされる。一方のⅡ群は、

彫刻位置の高低差があるものの、一一一四躰の仏が、岩壁に沿って横並びに彫られている。三

噸一一一一一一の観音だけを彫ったのではなく、観音以外の仏像も彫っており、彫像の目的は、三十
第

いとすると、磨崖仏の作者は、意図して観音像を一二一二躰彫ったのであろう。しかし、単に

の

Ⅲ躰横並びに揃うことになる。

沁れる像は、観音像列の端に彫られているので、像不明の一一躰を観音とすると、観音が一二一一一

相囚躰のうち、一一二躰は観音像、一躰が地蔵、ほかの一一躰は、菩薩形像と台坐のみを残す像
硴である。この一一躰は、観音像列の問にあるところからみれば、観音像であろう。地蔵とさ
い

ニワらと！と竜八幡レーハう、ま、原淺家が塵立したと伝える八幡神社（現在は石の小祠）があることと、この神社の近くに、
ｎｙこのあたりを滝八幡というのは、源義家が建立したと伝える八幡神社（現在は石の小祠）

る。一一一十一一一観音の磨崖仏は、この岩壁に沿って彫られている。

大信村に発する隈戸川は、矢吹町の西北から北に向って流れているが、滝八幡のあたりの東岸は、川辺に沿って続く岩壁であ

…Ｉ

大信村には、そのような供養が多く、仏像もあるが、矢吹町にも供養碑が建てられている。その一つには、北町の石造大仏の

略して六部という。この六部は、廻国の途中、あるいは廻国を成就した後に供養碑を建てたり、仏像を建立したらしい。

寺ほか、その国の代表的な社寺ほかさまざまであった。このような法華経（大乗妙典）を全国六六国に奉納する行者を六十六部、

一方、廻国の目的は、全国六六の国々に、法華経を奉納することで、これは難行苦行であった。各国の奉納は、一の宮や国分

■７院重意代」と刻む碑がある。

このほか、西国一一一十三観一
西国三十一一一観音に関しては、中畑根宿の八幡神社に、「奉納西国三十一一一所供狼／安政四年丁已孟夏十月八日／光明

写真139】根宿観音堂参道西国三十三所供養碑

【写真140】三十三観音磨崖仏の一部
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わ一一一観音のみにあったわけではないようである。観音以外の仏像のうち、地蔵とされる像は、一二十一一一観音と並ぶ位置に彫られてお
がん

りり、一一一十一一一観音の彫像目的の中で彫られたものと思われる。一方、岩壁上に彫られたＩ群の一一一躰は、一一一十一一一観音彫像とは別の意

ぃ図があって彫られたと考えられる。しかし、Ｉ群もⅡ群も、上部を弧状にした深めの篭の中に九彫りに近い立体的な像を彫って

の

ところで、’一一十一一一観音の一一一十一一一という数字は、観世音菩薩が、一一一十三に変化して人々を救済すると説く観音経（観世音菩薩普

蝉おり、彫像方法が同じである。従って両群の像は異なる作者の作ではないようである・
第

門品）に由来するという。ただし、その変化する三十三容の観音が、何観音であるかということを、観音経は記さないし、観音
経には、一一一十一一一という数字すら記されてはいない。要するに一一一十一一一観音は、これこれの姿の観音でなければならないという決ま
りはなかったのである。一一一十一一一の観音を信仰するということは畿内拙翠刀で平安時代の末ごろ、行者僧たちが一一一十一一一の観音霊場を

巡礼しはじめたことにはじまる。その巡礼の対象になった一一一十一一一の観音霊場が、今日の西国一一一十一一一観音礼所であるが、当初は、
巡る順番が決まってはいなかった。当然、何番札所が何観音でなければならないというようなことはなかった。
なんぎよう

一一一十一一一観音信仰ということでは、一一一十一一一の観音は何観音でなければならないという決まりはなく、何観音であろうと、霊場地
、にある一一一十一二の観音を拝するということに意味があったらしい。それも歩いて巡るという難行することに意味があった。
分を略して一一一十一一一の観音を一所で拝めるような簡便化された一一一十一一一観音もつくられたのである。

、Ｖこのような一一一十一一一観音霊場が坂東（関東）にもでき、室町時代以降各地に設定されるようになる。また一方では巡礼という部
その一一一一一一躰の観音には木造と石造があるが、木造の場合は、一棟の寺院、仏堂あるいは塔内に納められている場合が多い。石

造の場合は、寺の境内地にさまざまな形でおかれたり、滝八幡のように、岩壁に彫られる場合もある。
一一一十三観音を造立する場合、有名な、例えば西国一一一十一一一観音を写す場合と、既成の著名な霊場の観音とは関係なくつくられる

あが

671

場合がある。滝八幡の場合は、後者と思われる。それも、’’’’一｜躰の観音彫像のはじまりと思われるところに、合掌する像が彫ら
れている。この像は、地蔵とされるが、僧形像にもみえる。

露霧譲鍵蕊謬欝蕊譲露織蕊簿一一蕊一驚鶯騨霞驚蕊蕊譲蕊驚鑿蕊蕊響蕊蕊蕊蕊霧謬蕊驫欝蟻鐙繋露織鴛瀞曇一蕊蕊籔慧祷讐騨蕊驚鑿露蓬蕊鐘慧醤壗鰯蕊鴬慧識蕊騨蕊鳶騒讓議凝議驚愛蕊蕊蕊鑿霞鐸議鑿懲繧篭霧欝蕊議驚鑪溌譲議》

滝八幡の一一一十三観音は、単に有名な一一一十三観音の写しではないことや、地蔵または僧形像を配しているのをみると、三十三観

音造立には、かなり思いいれた願いがあったように思われる。

一一一十三観音信仰には、巡礼することによって、心のうちを浄化させる目的がある。しかし、巡礼せずとも、一二一一一に変化して、
さまざまな願いを持つ人々を救済するという観音の力にすがることができるわけで、その力を発揮する観音を岩壁に彫りあらわ

はんらん

目的には、例えば、川の氾濫を鎮めるとか、亡くなった人の供養とか、もっと現実的な意味のあったことも十分考えられるが、
その手がかりは、今のところつかめていない。

造仏を滝八幡の地とした理由は、この地が、霊場地とされていったからであろうＰその霊場地というのは、滝八幡神社の神体
が岩壁の裂目に棲む霊蛇とされること（「白河風土記」）や、馬尾瀧という小流の滝があったことなどからみて、水の精、水の神

かのえざる

をまつる霊場地ではなかろうかっこの地の岩壁に仏像を彫った現実的な目的は、何か水に関する願いであったのかも知れない。

○庚申様
、え０と

庚申（こうしん）というのは、干支、すなわち十千と十一一支の組みあわせの一つ、庚申のことである。干支の名称であるか
ら、神や仏ではなく、信仰の対象名ではない。
さわ

しかし、庚申という日が信仰の対象のごとく思われるのは、この日に寝ると寿命が縮むなどといわれたことと関係するのであ
ろう。庚申の日は、悪いことが起こり得る日のため、障りのないよう「庚由‐様」などと、｜種の崇めの念を持つようになったｊも
のと思われる。

庚申の日に寝ると寿命が縮むという話は、道教に源があるというが、日本では庚申の日に仲間と平穏であるように祈る行事を

670
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Ｉ
、し、この地を永く三十三観音の霊地とすることが、造立者の一つの目的ではなかったかと思う。ただ、この地に仏像を造立する
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鍵

庚申碑

【写真142】明新上「庚申塔」

写真146】三城目向山庚申碑

【写真145】神田慈眼寺境内

庚申碑

日碇

しい

ひざひじ

を頬にあてる思惟形で、一般的には如意輪観幸曰に含めてとらえている。この像を十九夜ともいう。この行事は、嫁いできた若い

ものは多い。これまでのところでは、画像の古いものは多いらしい。この像は、いずれも一一臂で、右足の立膝に右肘をのせ右手
ほお

は十九夜講という。宿で礼拝の対象とされるのはへ如意輪観音によく似た画像である。この姿を十九夜供養塔に彫りあらわした

月の十九日の夜、女性たちが決められた宿に集まって一夜を過ごし、安産や子育ての無事を祈願する行事を十九夜様、あるい

十九夜様

酉天九月吉日」とある。

このうち、慈眼寺の碑には「享保三戊戌歳十月吉日／施主（五名の名前省略）」とあり、大畑の碑には「庚申供養塔／宝暦三

見寺、正福寺にも「庚申」を記す碑がある。

このほか、慈眼寺、矢吹の愛宕様、同北町、旧幸福寺などに青面金剛像を彫りあらわした庚申供養塔があり、大畑の路傍、城

「正徳元辛卯天十月五日／庚申供養善男子廿四人／二世安楽□者也／施主敬白」

と月象、像の足下には三猿が、いずれも浮彫されている。碑の左右に次のような銘文がある。

矢吹町では、五龍神社に正徳元年（一七二）の碑がある。碑の正面中央には、庚申の本地仏青面金剛の像、像の頭上に日象

福島県では、寛文年間には庚申侍供養がおこなわれていたらしい。

岩手県水沢市に、寛永十二年（一六三五）の碑がある。
』■▽岩手県水沢市に、

（一四八三）の桁
（一四八三）の板碑に「奉庚申待供養結集」と記されており、このころには庚申待供養がおこなわれていたらしい。東北では、

日本では、文雨
日本では、文明三年二四七二の板碑（埼玉県川口市実相寺）に「奉庚申待供養」とあり、東京足立区出土の文明十五年

おこなってきた。

！
【写真143】柿之内五龍神社境内

Fl l
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写真141】寺内湯殿山・庚申供養碑（提供大野弘美

Ｉ
！
写真144】田内庚申碑
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駕鍋

(提供大野弘美）

嬢蕊底

一月十九日に結婚した三○歳までの女性たちが集まりを持っている。

蕊

女性たちを中心におこなわれる。

県内の十九夜様は、江戸時代も中
ごろ以降に盛んになるらしいが、矢

吹町では甘露寺跡の碑は女性たちが
造立したもので、あるいは十九夜信
仰とも関係するのではなかったかと

思われる。この碑は、中央に如意輪

の像が彫られ、像の両脇に次のよう
な銘文がある。
「千時正徳元天七月日／願似此功
徳・不及於一切・我□□衆生・皆
□成仏□／惣村女人／一結□□／

敬白」

銘には、廻向文が記されるので、
亡くなった人たちの供養碑である

が、これを村の女性たちが中心に立
てているのをみると、供養の対象は
子どもたちではなかったかと思う。
正徳元年（一七一一）、当時死者の

十九夜の碑は、大正十四年（一九二五）のものがあるように、江戸時代からひき続きおこなわれてきたが、犬和久では現在も

養は念仏を主とするものであったと思われる。

性を中心にして講が結成されていた。また、宝暦二年（一七五一一）までの碑には、「十九夜念仏供養塔」と記されるように、供

碑、大山祇神社に「十九夜尊／女安全／大正丑十四年正月十九日」と記す碑がある。
これらによれば、元文四年（一七一一一九）には、十九夜信仰がおよんでおり、寛保元年（一七四一）の碑にみられるように、女

このほか、｝
このほか、正福寺に「十九夜塔／安永一一庚戌十月十九日」、城見寺に「十九夜供養塔（年欠損）十月初四日／拾弐人」とある

の銘文がある。

「十九夜供養塔／安永九庚子」十月十九日」

「十九夜念仏供養／寛保元辛酉年十月吉日／講中當村女衆十六人」

また、大畑の路傍にある二基の十九夜碑には、

■リ「十九夜念仏供養／宝暦一一甲八月旦

「十九夜念仏供養／村中／元文四己未歳十月日」

ある。いずれも一一臂で右足を立て、右手を頬にあてた思惟形の像が彫られており、次のような銘文がある。

供養や供養碑の造立に結束する女性たちの姿がみられるのであるが、おそらく出産や育児、子育てに関しても同様の結果があっ
たのではないと思われる。矢吹町でみられる十九夜供養の碑では、九ノ内の道路の一一一叉路に、年号の古い一一一基の十九夜供養碑が

社境内十九夜碑

674
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写真151】三城目城見寺境内十九夜碑
写真152】中畑新田大山祇神

写真148】 矢吹神社境内十九夜碑

【写真149】松倉宝蔵院十九夜碑
写真150】大畑法楽寺跡
十九夜碑
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険・〈豊

写真158】田内熊野神社境内二＋三夜碑

【写真157】明新上
二＋三夜供養碑

籠に「廿三夜」と刻まれる。このほか、正福寺の碑に「廿三夜／文久元□酉九月」と、無年号

もりまた、城見寺には「一一十三夜／安永九庚十一月一一百」と記す碑、御霊神社には天保十年の石燈

の「廿三夜供娘」の碑、五龍神社にも文久二年の燈籠と明治二十六年の燈籠に「二十一一一夜講中」
とみられる。さらに、慈眼寺にも「一一十一一一夜／明治廿三年十一月二十一一一日」と刻む碑や無年号
の碑が二基ある。

これらの碑によると、矢吹町の二十一一一夜信仰は、江戸時代も後期になってから広がるのであ
ろうか。以後、継続され、中畑原宿では、現在もおこなっている。原宿を中心に一戸一人ずつ

計一一一○人余が講員で、六月一一十一一一日に正福寺に集まり，同寺の二十一一一夜供養碑の前で町内祈

篝溌

祷・子どもの育成祈願をし、その後に青年が太鼓をたたく。村をあげての祭りで、店も出てに
ぎやかであるという。

三十七夜と一一十二夜
慈眼寺の境内に、十七夜と二十二夜の碑がある。

十七夜の碑は、碑の中央に如意輪形の浮彫像をあらわし、右に「十七夜」、左に
「供養塔」の銘を刻む。

【写真160】神田慈眼寺二十二夜碑【写真159】神田慈眼寺境内十七夜碑(右下如意輪像

の堂前にも、「嘉永四年七月吉日」とある石燈篭に「廿一一一夜」とみえる。ほかにも、無年号で「’一十三夜」とあるものもある。

矢吹町の一一十三夜の碑では、甘露寺近くの道端に「廿三夜供養塔／安永一一一甲午□十月吉日」と記された碑があり、甘露寺跡地

股化したからであろう。

一一一一一一一一一鍵》一》》》蕊鍛》》零議潔騨｛鶴瞬誘号蕊姦必一べへ（〈〈》勢欝打》〈（》》・イ（針舛鮮錐野鶴咄静〉」一汀》〉》蜂）麓錘》》卦羊ｊぶ掻率鍬》』柔必鋺，敏蝋（蕊」へぺ（『檮急帝鐸｝『》知》一・一｝噸（・郡酢勤雫一一一門（群（詮『（諏一一秤｝雪》（《ｗ一一》》帳》》鶴一一や’一『や）一痒平》一・ぺ瓜

のはじめごろらしく、一一十三夜という名は、この日の夜に行事をおこなうことが

むという月待信仰のひとつをいう。それが、一一十一一一日の夜となるのは、江戸時代

月の二十一一一日の夜、月の出を待つという信仰で、本来、月の出を待ち、月を拝

一一一一一十三夜様

l l l lil1lIWl i i i
（

ニダー‐・鍾一
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【写真155】神田慈眼寺二十三夜碑
写真156】大畑法楽寺跡
二＋三夜碑

【写真153】須乗新田甘露寺跡石灯籠
【写真154】須乗・丸の内
「二＋三夜塔」
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二十二夜の碑は、文字のみで、「廿戴夜」とある。

一四いぼ神

いぼ

寺内の阿弥陀堂の裏山をのぼったところに、三峯の小祠があり、その近くに

いぼ神様と称する碑がある。この石碑に疵をこすりつけると治るといわれ、郡
内の人が集まるという。

(提供鈴木広）

星氏は「熊野講のおまつり」で、熊野講の起こりについて次のように記している。

活の講のように思われる。

以上の熊野講は、熊野権現をまつるという神まつりの痕跡を残しているが、実態は村の若者教育、青年教育を主とした共同生
以上の熊野講は、熊野些

めていたが、昭和五十六年に再現されたという。

なった。各戸を回る餅のちぎりもなくなった。講日の十月十四日、十五日、行者の祈祷はかわらなかった。この行事は、長くや

以上の行事は、大正・昭和にはいってずいぶん簡略化され、宿が順番制から青年会長の家になり、杵も普通の杵を使うように

後に火を消し、最後の一個の火を熊野大権現に献じて終り、散会する。

この日は昼食はなく、夕食は汁餅で、一人あたり五合の餅を余さず食べ、椀、臼、鍋、釜などを洗い、その粕まで飲む。夕食

で配る。

れ、千本杵で餅の奪いあいをおこなう。餅は杵にからめて高々とあげ、相互に凱歌をあげながら各戸を回り、餅をちぎらせる形
れ、千十

がおごそかな餅つきである。この餅は、各戸の男子一人が招かれてご馳走になる。餅はさらにつくが、最後に青年が一一手にわか

、’一

青年たちは、朝風呂にはいった後、千本杵で歌を唄いながら餅をつく。歌は、むしろ唱えるように聞こえ、にぎやかではある

十五日は、まず行者（天台宗か真言宗の僧）に幣束や注連縄をつくってもらい、神棚や竈の加持祈祷をしてもらう。

炊きした食べ物を□にすることができない。禁じられている。

宿にはいった講員は、特別用事ができ、リーダーの許可を受けた者以外、外出できない。許可を得て外出した者は、ほかで煮

もりくらべなどで、夜》

夜通し楽しむ。

、依頼しておいた知識者や長老から、修身、社会知識、交友に関する話を聞く。その後は、碁、将棋、花あわせ、力
この日は、依頼‐

熊野様の祭壇に供えられるが、その役目はリーダーが勤める。
料理は、熊野様（

釜の洗い汁も飲む。

一人二合五勺の飯、それに豆腐汁、漬物などで、一粒の飯、一滴の汁、一片の漬物も残すことを許されず、椀や皿をはじめ鍋、

次に風呂を沸かし、リーダーが最初にはいり身を清める。その間、手あきの青年（昔は若者）は、夕飯の準備をする。食事は

リ（囲炉裏）も清掃しておく。

十四日、行事は青年の長令
（リーダー）が、おごそかに火をつけることからはじまる。それまで宿の火は全て消しておき、イロ

で過ごした。

宿の家族は、行事の邪魔にならないように終了までひっそりと過ごしている。以前、女性は土蔵か物置、あるいは近くの親戚

もり熊野講は、毎年十月十四日と十五日の両日、青年会が主催でおこなう・宿は順番制であったが、後青年会長の家となった。

り」と題して書き残されているので、これに従ってまとめると次のようである。

原宿の熊野講は、昭和四十年ごろに廃止されたらしい。しかし昭和五十五年、原宿の星祐聖氏が講の内容を「熊野講のおまつ

一五原宿の熊野講

寺内いぼ神
【写真1６
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昔、紀州熊野講神宮別当の配下（弟子）等が講中づくりの勧誘によるもので、往時は全国にこの講中が広められ、講の代表者が熊野詣り
の行事が行われるようになったのである。

を行われたが、多くの日時と費用が嵩むので、別当の配下が御神符を講中に届けられる様になったが、近代になってその分霊を祀り、こ

おんし

右のようなことが、伝承として伝わっていたのかどうかわからないが、講結成を勧誘し、熊野の神符を届けるようになった熊
野の別当というのは、熊野の御師のことであろう。室町時代、熊野信仰が盛んで、多くの人々が熊野詣りに出かけていたことは、

棚倉町の八槻家文書に明らかである。その参詣者に宿を提供し、熊野詣りの仲介・案内をおこなったのが、熊野神社に所属して
いた御師である。江戸時代にも熊野を信仰し、参詣がおこなわれたが、伊勢詣りや西国一一一十三観音順礼の途中の参詣地になった
感が強い。しかし、そうした中でも、熊野を信仰し、代参を立てる講があったのであろうか。

熊野の御師が、東北の信者のもとにきていたことは、各地の地方文書に散見され、熊野御師の残した初尾の領収証もみられる。
矢吹町域にも、熊野御師がきていたらしく、天保十二年（一八四二の「両村連貫帳」（「矢吹町史」第２巻）に、
一百文三日市太夫
二五十文熊野

とみえる。「三日市太夫」というのは、伊勢神宮の所属の御師である。「熊野」とあるのは、熊野の御師に違いない。当時、伊勢

Ｌ【リ

の御師には百文、熊野の御師には五十文の初尾であったらしい。江戸時代になると、熊野よりも伊勢の信仰が盛んとなっていた。

一六わかさまの神託・口寄せ聞き

なお、この文書にある両村というのは、明岡村と明岡新田村である。

ヨョ句

ｉ
数珠繰りの唱え言は、次のとおり。「
数珠繰りの唱え言は、

念仏数珠繰り
みようじよう』お念仏

いつぺん申せば

極楽浄土のそうりが
池の蓮のれんげ蕾開
けし稲荷ごうじんだい
どうじん宵のみようじょう

夜中のホケキョー
あかつきみようじよう

〆

て受ける。以前は全部で八○軒を回ったが、大変なので、神社に集まってもらい、神社でするようになった。
て受ける。以前は全部一

になる。その後集落の一軒一軒を回り、一軒に三遍ずつ数珠繰りをする。数珠繰りは、各家の玄関先でするが、家の人は前に出

帰るとまた、お籠りしろといわれ、神社にお篭りした区長ほか、皆にわかさまから聞いたことを報告し、区長に昼食をご馳走

れの人山交通事故にあうから気をつけろなどといい、また八幡様をいくつまつれとか、峠様にいって七天王をまつれとかいう。

失神状態になってから聞きはじめる。「わか」は、例えば東の方で子どもの怪我があるとか、火災が起こる、あるいは、何年生

、りわかざまの家の祭壇には、両脇に笹を立て、米と酒を供え、弓をひきならす。だんだん早くなり、そのうちにぱたっと倒れて

り四人に頼む。昼前に聞きにいく。わかさまに聞くのは年寄りの仕事という。年寄りには、六○歳になると誘われる。

「わか」に聞くのは、本人の場合あまりよく聞けないので、話を上手に聞ける人が頼まれて「わか」に聞く。根宿では、年寄

口寄せなどのときに聞くならわしがある。

こ
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第四節いのり

南無阿弥陀仏

｜方、口寄せは、一番大事な人が亡くなったようなとき、お盆の前後に一族を集めて聞くという。この口寄せについては、井

戸沼俊頴氏が体験を書かれている（「風雪八拾年」）ので、これをのせておく。
暮れも押し迫った夜、母の姉妹四人が集まりわかどのを呼んで「口寄せ」をすることになった（恐山の口寄せと同じ）。「文雄を呼んで
あの世から、せつなかったこと、話したいことを思う存分言ってもらうべ」、｜番上のミイが口を切って「口寄せ」の運びになった。
二一畳の広い荒莚の勝手の部屋は一六ワットの薄暗い電灯が一つ点いているだけで、「口寄せ」が始まったとき仏を呼ぶため電灯を消
した。外は雪が降って荒れているのか、障子が破れ目から風を通して陣っている。

三メートルはある青竹に麻縄を張って弓をつくり、「わかどの」（占い師）が細い青竹で叩く。「ぶうん、ぶうん」と重苦くなる。
高く鳴るほど「わかどの」の仏を呼び出す声が高くなってくる。泣くように、むせぶように最高潮に達した。
故人（俊頴の父）の姉妹たちは、くちぐちに「文雄、ようく語って行ってくれ」「せつなかったろうなあ」「こどもたちを守ってくれよ

なあ」。「わかどの」は抑揚のある美声で去ってはむせび来ては泣き「俺はその日はなあ、なんとなく行きたくなかったよなあ」「まさか
此の世に来るとは思わなかったがなあ、子どもがたべものを持ってきたときには、行きたくなくて、行きたくなくてなあ（俊頴と妹の富
子が二回目の萱を運ぶときに芋を持って行ったＥと故人が出て話をせつなくしゃべる。

「思い残すことなくしゃくってなあ」、二番目の姉トクがわかどのの穂を継ぐ。
「あの日家の仕事をして、行かなければいいかったになあ」、妹の七軒のフミが言う。

「俺も足が前にでなかった。後髪をひかれるような思いで行ったんだなあ」と故人の文雄がくやしくくやしく語る。
「俺も足が前にでなかった。後髪をひか』
泉川の妹のスイが「あんにゃあ。切なかつぺなあ」
泉川の妹のスイが「あんにゃあ。切なか（
「妹さを守ってなあ、こどもたちもなあ」

もし賞』

△くいかい

雫》｜圭一２Ｚ’十候Ｉ一意蕊議墓言蕊奉一一一戸〉（蔓基籔》露ミニ｜）一計｝Ｙ驚譽溌鴦《蕊蕊一癖嶽亡蕊』）霊霧７｛葬蕊（一三譲一式欝率一一

一一蕊算でき蕊鳶〈鳶蝋一》蕊〈垂（・露篝鑿霧鑿霧謬謬籔護溌》一蟇霧霧鑿霧護一一嚢

「俊頴も一二になったんだからいい跡つぎになるようになあ」「姉妹も子どもも、あの世から良く守って行くょなあＩＩＬと文雄は言

ヨヨーヨ霊譲謹篭議霞鐘慧へ鑿欝雰《驚歎蕊

う。あるときは鴫が鳴くように、あるときは水鶏が鳴くように語フ（）のだった。

「後つぎの弓取りはなあｌ」（弓取りは男、へらどりは女）「世の中の為にはなるが家のためにはならないから、つれ合いのへらどり
’かくどしてなあＩ．」

その時母のヒデがどっと泣き伏した。

「俊が家をでてしまうのかあ・…・・、頼りにしている俊がぁあん」号泣してしばらく止まなかった。

俊を筆頭に弟妹五人は寒さの中に膝小僧を出して並んで座っている。母のヒデは三一才、四人の姉妹は夫のきょうだいである。みんな
でヒデをなだめて泣くのをおさめさせた。屋根の煙出しの中から雪がはらはらと荒莚の部屋に舞いこんだ。
ヒデの泣くのが止んでも「わかどの」の弓を叩く音は呪えるように鳴った。

第五節矢吹町の講
ふえんか

一般的に講というと、信仰を同じくする人々の集まりをいう。「講中」とか「連中」というのは、その仲間たちのことである。
本来は、仏教の教えや経典などについて講義・講釈する集まりが講で、これから敷桁化して、庶民の信仰においても使われるよ
くわがらこやつ

うになった・ざらに、敷桁化し、人手や金銭・物品の助けあい、融通を目的にした仲間についても「講中」などというようにな
った。例えば、鍬柄講や無尽講などがこれにあたるが、ここではあつかわない。

講による信仰が盛んであったのは江戸時代で、さまざまな講が各村に誕生した。矢吹町にかぎらず、どの村にも、いくつかの
信仰講があったと思われる。ただ、その講の存在については例えば、講中が立てた供養碑や、信仰用具（例えば仏具類）の寄進
記録に、たまたま記されて、わかる程度で把握はむずかしい。講の記録も講の廃止後わからなくなっている場合が多い。
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【写真162】神田慈眼寺湯殿山碑
台座に講中安全とあ
る

篝

籔鍵

あ

祠と

小中

境社

内講

４
６

社神
神祇
吹山
矢大ろ

真
写
る

あ

籠と
燈中

石講
社社

矢吹町で、江戸時代にあつ
たことのわかる講は庚申請、

十九夜講、一一十三夜講、念仏
講、石尊講、金毘羅講などで

ある。「湯殿山講」と記され
た碑もあるが、年ロ万がみあた
らない。

この』うち、庚申請は、柿之

内五龍神社の正徳元年の庚申

年の如意輪観音碑があり、

講は、須乗甘露寺跡に正徳一兀

請の仲間と思われる。十九夜

男子二四人」とある二四人が、

神神一供養塔奎月面金剛）に、「善
吹峰
矢三
５
６

稟
写

は講があったと思われる、湯殿山や東堂山、飯豊山を信仰する人たちの集まりはなくなっている。

以上によると、江戸時代にみられた、庚申請、石尊講、念仏講、金毘羅講はみられず、明治、大正期には存在した講、あるい

宝八幡講は、昭和初期に中止とある。

矢吹地区では、大和久の十九夜講、 中畑新田の山の神講言）と大宝八幡講、柿之内のおざく石裂講など四種の講である。大

敷面の古峯原講など三種の講である。

一一一神地区では、三城目の古峯原講、神田の子安講、堤の古峯原講、中野目の子安講、明新上の熊野講、須乗新田の子安講、上
一一一神地区では、三城目の古峯原講、

中畑の一一一峯講・二十三夜講・子安講、大畑の馬頭観音講（ヵ）など五種の講である。

中畑地区では、松倉の古峯原講、根宿の子安講と三峯講（ヵ）、寺内の古峯原講と一一一峯講、原宿の熊野講、上敷面の古峯原講、

中畑・三神・矢吹各地区の講は次のとおりである。

観音講、熊野講、二十三夜講、十九夜講、大宝八幡講などが確認された。

講の成立はわからないが、平成十四年におこなった講のアンケート調査によると、古峯原講、三峯講、石裂講、子安講、馬頭

これ以外では、古峯原講、石裂講、飯豊山講、子安講なども成立しているはずであるが、講名はみつけられなかった。

があり、「講中安全」とある。講中は一一七人とある。

■ｙ大正四年（一九一五）の旗立石柱があり、これに、「三峯神社講中安全」とある。また、神田の慈眼寺には、年不明の東堂山碑

江戸時代にあった講で確認できたのは以上である。その後、明治とそれ以降に確認される講では、中畑原宿の大日堂境内に、

金毘羅講は、大和久日吉神社参道の階段脇に、「金毘羅大権現」の碑があり、「講中」とある。

石尊講は、同じく宝蔵院に万廷元年の「石尊大権現」碑があり、「講中」「村安全」とある。

霧鍾愛塞譲識翠震霧塞蕊騨謹塞譲鍾鱈窓蕊窪癖譲鑑認躍趨騒懇露悪璽翠塞露織鐸講垂麺巍霧譲塞霧錘鰯雲鍾鍬勢露鐘霧霧襲蕊

念仏講は、松倉宝蔵院地蔵の厨子に「念仏講中」とある。地蔵の背部には、万延元年（一八六○）の年号がある。

（一七八○）石燈籠に「二十一一一夜」とあり、一一十一一一夜講は文久二年以前にあったと思われる。

二十三夜講では、柿之内五龍神社の文久二年（一八六一一）燈籠に「’’十一一一夜講中」とある。しかし、三城目城見寺の安永九年

意輪観音像碑があり、「結集十人」とある。この一○人も講中であろう。

「一結講」「惣村女人」とある。このころ講ができつつあったのではなかろうか。三城目城見寺には、享保二年（一七一七）の如

【写真163】矢吹神社境内小祠
永代講中とある
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第六節俗信
「俗信」という言葉は、民俗学者の柳田国男の造語であるという。
いぼ

俗信としてとらえられている範囲は、禁忌・予兆・占い・呪い・民間療法・妖怪・幽霊などに関するものである。例えば、

「烏鳴きが悪いので人が死ぬかもしれない」とか、「夜爪を切るものではない」、「どこそこの地蔵をなでると疵がとれる」など、
これらは信仰をはじめ、婚姻・産育・葬送、あるいは、衣・食・住、生業、年中行事ほか、民俗がとりあげる項目の全般にお

心意にはたらきかける言葉・話として伝承されているものが多くとりあげられている。
よぶもので、それぞれの項目であつかわれる。
ほんの一部である。
ここで、俗信としてあげるものは、ほんの

強風をとめるまではないとして、釜を掲げる風習があるが、「かま」をさげるという「かま」は、もとは「鎌」に由来

鳴き方を持っていて多彩なのであるが、昔の人はその鳴き方から感じとるものがあったのであろう。

逆に人も、無意識のうちに烏の行動を観察して、鳴き声を聞きわけている。烏は、おそらくほかのどの鳥よりも多くの

りや田畑を餌場とし、人間生活とつかず離れずの所にいて、人の生活を観察しているようでもある。

烏は賢くて愛橋のある鳥でもある。雑食性で、人間の食べ残しや墓地の供え物、あるいは獣の死骸を食べる。人家の周

烏鳴きが悪いと死人が出る。

るが、口笛は吹く場所、特に暗の世界や神の存在が意識される所で吹くと、よくないことがおきると思われたらしい。
るが、口笛は吹く場所、特〆

やみ

前者は泥棒がはいるといわれ、後者は、魔物が出るからだという。口笛は、鉱山の鉱道内で吹くこともかたく禁じられ

７夜に口笛を吹くな、山で口笛を吹くな。

これも似たような解釈で、櫛が「九死」に通じるのでいけないという。

６櫛を拾うな。

》『ノ○

夜に爪を切るものではないとうことは、広くいわれるが、夜爪を切ることが「世を詰める」に通じるからいけないとい

５夜は爪を切るな。

ツチンポというのは、藁打ちの一
藁打ちの木槌。木槌が男性器に似ていることに関係していわれるという。

ツチンポをまたぐと双子ができる。

矢吹ではこれを台所にはる家がある。また、消防署で配る「火の用心」の札も、逆さにはる例もある。

そうすると、難を逃れるという。「鶴太夫」という万歳が出したと思われる札は、火防と商売繁盛をうたってあるが、

３万歳のお札は逆さにはれ。

カメンバチともいうが、巣が家につくられると「家面がよい」といって、巣を壊さないという。
スズメバチは、カメンベ

！！

２スズメバチが家に巣をつくるとキッソョイ（吉相がよい）。

するか。

￣

１風の強いときは、竹に釜とお椀をさげ、
風の強いときは、竹に釜と』
おうらい雲の上をふけ
「かぜかぜ吹かばおう傍
なんのいけなし
われにあだなしなん（

あびらうんけんそわか」

と唱えると風が止むという。釜と椀をさげるのは、風が吹こうが「かま・わん」構わない、心配ないという意味だとい
○

・フ
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俗信は、火葬をする地域にいわれてきたのであろうか。ただし、土葬をおこなってきた地域でも、火葬する場合もあった。

ってきた地域と、昭和三～四十年代まで土葬が伝統的に葬方であった地域がある。多くは後者であるが、そうするとこの

火葬が前提となろうが、火葬の歴史が古くない地域は多い。火葬か土葬かは地域によって異なり、古くから火葬をおこな

火葬した骨を骨壷にいれるときは、箸から箸へ渡しているが、その行為と重なる所からいわれるものと思う。その場合、

Ⅲ箸と箸でものを渡すものではない。

にしたとされる。

昔から死者を寝かす方向が、頭を北にする形であるところからいわれる。極楽往生した釈迦の寝姿が、顔を西、頭を北

９北枕で寝るものではない。

なお、烏は熊野の神の生
烏は熊野の神の使いとされ、熊野信仰の中では神聖な鳥である。

！

要するに、湯潅の本来の目的は、死者の浄化にあったという。その本来の「ゆ」の意味がわからなくなり、「湯」にな

なく水であったという。また、湯潅の灌は、灌頂の灌でその灌頂は霊魂の浄化の意味という。

とはするなという・ただし、湯灌の「ゆ」は、本来「斎」で、斎は潔斎の｝」とという。したがって、「ゅ」は、お湯では

ゆ

の加減は水に湯を注いでみる。これを逆さ水というが、死者の体を洗うときのやり方であることから、水に湯をいれるこ

死者をお棺にいれる前に、「湯潅」がおこなわれる。湯潅は、湯で体をふいたり、洗ったりすることをいうが、この湯

水にお湯をいれない。

る。

死者には「枕めし」といい、茶碗に盛ったご飯を供えたが、箸はそのご飯の真ん中にさしたものである。ご飯に箸を立
てることは、死者に供えるご飯だけである所から、日常の食事などで同じようなことをしないようにという意味で使われ

ご飯に箸を立てるものではない。

がとりつくと考えられたようで、その魔・悪霊を寄せつけないように刃物をおくのである。

臨終直後は、人の魂が抜け出た状態と考えられ、その魂を呼び戻す儀礼があった。一方、魂の抜けた死者の身には悪霊

死者の布団の上に刀をおくと悪霊祓いになる。

上にタマッバキや、スギ、マツのほか、樹木を植える例が知られている。

竹の矢来ではなく、アオキの樹枝のようであるので、古い様式を残したオオカミハジキのように思われる。県内では、墓

意味は死者の霊魂を静めることにあったと推定する説がある。その樹枝は常緑樹であったという。矢吹で語られるのは、

狼や犬が死体を掘り荒らさないようにするためのものといわれている。この竹矢来の原形は、墓上にさした樹枝で、その

埋葬した墓の周囲に、竹をさして回らせたものをオオカミハジキとか、イヌハジキとよぶのは全国的である。これは、

周りにさしてオイヌよけにしたという。

昔はオイヌ（狼）が墓をほじくったり、骨をかじったりしたので、アオキの葉（葬式でよく使う葉、毒がある）を墓の

ｕ死人に動物を近づけるな。

1２
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しんらつ

を理解した上でないとこのことわざに隠された辛辣な批評を受けとることができないのです。習俗は広がりを持つｊｂのです。ま
た奇妙なことに東北の一部に分布する習俗が、直接交流があるとは思われない九州の一部に分布していたりもします。つまり、

貴重な写真を届けてくださった方、あるいは民具類を提供してくださった方もいました。こうした町民のみ

民俗編を編纂するにあたって町民のみなさまからご協力をいただきました。体験を聞かせてくださった方、

民俗を解釈するのは、その民俗の全体像を把握して比較検討しなければ正確な結論を導き出すことができにくいということです。
多くの人の協力

なさまからいただいた協力の結果がこの一冊の本です。ですからこれは書架において眠らせておくだけではなく、ことあればお
使いいただきたい本だと思います。それによって町民のみなさまの志が生き、継承されることになるのです。

「矢吹町史」民俗編の事業を立ちあげるにあたり、事務局の方々は大変苦労しました。昭和五十年の「矢吹

博物館の必要性町史」編纂時に町民のみなさんから貴重な情報を収集しまとめましたが、長い期間が経るうちにその所在が
不明になったものがたくさんあったからです。当時はきちんと史資料の所在調査をして所有者や所有先情報をはっきりさせてい
ても、いざいってみると当のお宅でどこにしまいこんだのかわからなくなったというケースが多いようです。こうしたトラブル
はどこの自治体でも起きていますｑ個人の史資料とはいえ、これは文化財の大きな損失といえましょう。これを防ぐには自治体
で博物館を設け、町民の財産を永久保存する体制を整えておく以外にはありません。博物館は資料を扱う学芸員という専門職員

をおかなければなりませんから、博物館は自治体の文化財の金庫といってよいでしょう。ここにはいつでも町民が史資料を預け
ることができますから散逸してしまうという危険性を防げます。また資料を収集して財産を豊富にもしてくれます。しかもそう
した史資料に付加価値をつけ町民に公開してくれるのですから、博物館の設置は継続的に文化財の保存と研究を続ける拠点を町
民自身が持つことにほかなりません。

開拓によって土地を切り拓き根をはった人の多い矢吹町ですから、文化の面でも開拓を試みていくことは多くの町民が望んで
いることではないでしょうか。

【矢吹の民俗にかかわる参考文献】

町民のかたが調べやすいように、なるべく入手しやすい基本文献をかかげておくことにします。前のほうには辞典類、柳田国男の著作

や概説的な文献、史料を載せました。他は節に沿い配列してあります。
・大塚民俗学会編「日本民俗事典」弘文堂、一九七二
．「日本民俗大辞典』上・下吉川弘文館、一九九九・一一○○○

．「柳田国男全集」｜～一一一○（刊行中）筑摩書一房、一九八九～（「定本柳田国男集」全三一巻十別巻五巻のほかちくま文庫版の「柳田国

男全集」がある）

・岩崎敏夫「日本の民俗福島」第一法規出版、一九七三

・上野和男他編「新版民俗調査ハンドブック』吉川弘文館、一九八七

・文化庁内民俗文化財研究会編「民俗文化財の手引き」第一法規出版、一九七九

．「出羽国秋田領風俗問状答」、「陸奥国信夫郡伊達郡風俗間状答」、「奥州白川領風俗間状答」竹内利美他編「日本庶民生活史料集成」九、

三一書房、一九六九（「奥州白川領風俗問状答」は「白河市史」九民俗、白河市、一一○○○にも収録）

・柳田国男「木綿以前の事」（岩波文庫）岩波書店、一九七九

・今泉令子「衣の暮らしと女性」（歴春ふくしま文庫）歴史春秋社、一一○○一
・瀬川清子「食生活の歴史」（講談社学術文庫）講談社、一一○○一

・小澤弘道「住まいと暮らし」（歴春ふくしま文庫）歴史春秋社、一一○○一一一

・佐々木長生「農具が語る稲とくらし」（歴春ふくしま文庫）歴史春秋社、一一○○一
・村川友彦「蚕と絹の民俗」（歴春ふくしま文庫）歴史春秋社、一一○○四
・鳥越皓之「家と村の社会学」世界思想社、一九八五
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１７４
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矢吹村３１，３２，３３，３５，４１，４２，４４，４７
５４，６５，１７９，１８１，３３３，３３８，３４７，３７８
379,391,400,406,408,445,589，５９５
６３８，６４２，６６７

山入り164,165,526,527,555,560
山帯７，８５，８６，８７，９５，９６，９７，１０１，１０３
１０４，１０５，１０６，１０７，１１１

ヤマギ９５，９７，１０５
山口３０７

レイジ（霊璽）

514

ロクゴウ（六郷）

2１，５０９
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山仕事９５，９７，９８，１０５，１０７，１１４，１２２
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・牧田茂「日本人の一生」（講談社学術文庫）講談社、’九九○

ヨメサマテヤスミ４８０，４９４

焼き米１５３，１５８，２５６，５３５，５３７
役状５０８，５１１

・宮田登「冠婚葬祭』（岩波新書）岩波書店、一九九九

ヨツミ８８，１１０，１１１

嫁（婿）の里帰り４６４，５３０，５４１

・井之口章次「日本の葬式」（筑摩叢書）筑摩書房、’九七七

ヨガリ４７９

・森謙一一「墓と葬送の社会史」（講談社現代新書）講談社、一九九一一一

１０８，１０９，１１１，１１８，６９７，７２５，８３２

養鶏３３２，３３３
養豚３３１，３３２

．田母野公彦・氏家武夫『ふくしまの冠婚葬祭」（歴春ふくしま文庫）歴史春秋社、一一○○一一一

１０８

モライ（貰い）カミゴト５１９
モンベ口絵9，８８，９６，９９，１０２，１０３，１０４

・柳田國男「年中行事覚書」（講談社学術文庫）講談社、一九七七

モモヒキ（股引き）９６，９９，１０２，１０３，１０４

・宮本常一『民間暦」（講談社学術文庫）講談社、一九八五

１５４，１５６

・宮田登「神の民俗誌』（岩波新書）岩波書店、一九七九

ゆで干し大根

モッコ３８３

・宮家準「日本の民俗宗教」（講談社学術文庫）講談社、一九九四

モチブルマイ４７７

・懸田弘訓「ふくしまの祭りと民俗芸能」（歴春ふくしま文庫）歴史春秋社、二○○’

モグラプチ４３７

餅搗き歌５４９，７４０

・柳田国男「こども風土記・母の手毬歌」（岩波文庫）岩波書店、’九七六

265,266,276, 282,299,302，３０３，４２６
５２３，８３９
１７２，４７１，８４２
結納
３９０，３９１，３９２
郵便局
427,464,465,

・稲田浩二他編『日本昔話事典」弘文堂、一九七七

ユイ（結い）200, 212,253,258,261,262
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・桜井徳太郎『昔話の民俗学」（講談社学術文庫）講談社、一九九六

122

・柳田國男「なぞとことわざ」（講談社学術文庫）講談社、’九七六

メッパ

、

１１１，１６１，５２５，５２７，５５４，７３２
５２５，５２６
９２，４３８，４４３，４４５
２０７

459,460

290,291,293,294,532，７５３
２６４，２９３，３６２，５３２
１２８，１６９，５２３，５６１
６０４，６０６
２６９

157,164,165,249,306,307,309，３１１
３８３，５２６，５４３，８３４，８３６

ヤマジユバンロ絵9，８８，９７，９８，９９，１０１
104,106,832

山の神講５４３，６８５
ヤマバンコ１００，１０１，１０７

山前掛け１０５，１０６
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和和和幡幡幡幡幡幡
内内内町町町町町町町町町町町町町町町町町町町

長五弥松松松松松根寺大原原大本畑
本久地
峰松栄倉倉倉倉倉宿内畑宿宿保村区

大大大斬新新田八八八八八八大北本本本中中中中

■リ曙町

、

(故）

田内

田内

田内

田内

鵜

井

本

角

角

秀明
英雄
キミコ

キク

半六

輔

林暢夫
川

藤英男
藤俊二

治一子定一造トツ子子イ子蔵雄行福郎広男男

故）

星

収

正男

胡藤井一郎

藤井友治

内藤多重

円谷正勝

円谷良行

円谷源司

円谷一郎

渡辺孝雄

白坂忠好

大木博明

大木倉吉

鈴木利助

鈴木清春

藤井

藤井義進

泉川俊夫

吉田清美

田木田久久久久久久久根根根根辺木田木木林

佐須追小

蛭鈴蛭高高高高高高高関関関関渡大菊鈴鈴小

田，内

大福寺
幸福寺

篤幸秀満忠喜サハみヨミと平信恭善常光
ちシみ四

長徳寺

三光稲荷神社

矢吹神社
矢吹小学校
善郷小学校
矢吹原土地改良区
矢吹土地改良区
阿武隈時報社

矢吹町郷士史研究会
矢吹町中央公民館
ふるさとの森芸術村

矢吹町図書館

堤
白山

神田
神田

神田

中野目

神田

中野目

中野目

明新
明新

明新

明新

明新

明新

明新

明新原

明新

澄江寺

景政寺

三神小学校
三城目区

一忠千俊仲保豊幸守タ篤喜久助ミ兵卜晋キ早

郎一作頴二武子子伊ケ哉一敦子郎ツ郎リ正郎ミ二

代

要子（文化振興係長）

正雄

戸

実知子

〆

高

関根

京京久地

鎌倉会

藤田永沼久久戸尾戸戸宮藤藤藤藤谷谷谷林藤田木
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佐

草野徳次

佐藤富井高大水長水水梅佐後後後円円円小佐蛭鈴

（故）

原島辺田

須

佐

天開

塩沢幸一

内内畑宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿町町保村村村区

明新獅子舞保存会

小寺寺栄倉倉倉南南房房房房宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿内内
編

渡

丹内昭子

須乗新田

寺寺大原原原原原原原原原原原文文大本本本畑
明新区

中正澄弥松松松中中松松松松根根根根根根根根根根寺寺
矢

矢吹カメラ愛好会蛭

根宿区

根宿天王太鼓保存会
寺内区

三城目

三神地区

関根トラョ

関根光夫
渡辺

諸根文代

三城目

三城目

渡辺カッョ

三城目

三城目

三瓶真治

相楽フョ

小林謙治

堀井成人

浅川冨士子

小針正広

三城目

三城目

三城目

猪合昭博

加藤正直

関根保夫

上野由男

三城目
天開

須乗新田

吉田一郎

坂路治雄

馨

奉行塚

三城目

三城目

誠

三城目

三城目

三城目

隆夫隆夫雄弘

堤

畑福江畑畑

室室吹
同同町
員長史

典輝邦
美寿

上田田田

藤辺藤藤村田

須乗新田

学
校

纂
室

相国渡藤
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