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年頭のご挨拶

・沼田神社での公式参拝後、歓迎行事で挨
拶をする戸沢家３５代ご当主の戸沢 充 様.

滴石史談会 会 長

大 村

昭 東

会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。
平成２９年の輝かしい新年を迎えられましたことを心からお慶び申し上げます。併せて
本年が明るく希望に満ちあふれる素晴らしい年でありますようお祈り申し上げます。
振り返りますと、昨年１０月に「滴石史談会創立 50 周年記念事業」
、１１月には「第４
回戸沢サミット in 雫石」並びに戸沢のお殿様をお迎えしての「沼田神社と雫石八幡宮での
公式参拝と歓迎式」をいずれも会員皆様のご参画とご尽力により盛会裏に開催できました。
このことは当会の歴史に残る、誠に喜ばしい出来事でありました。ここに改めて各位のご
協力に厚く御礼申し上げます。
さて、古くから「一年の計は元旦にあり」と言われます。年始に使われるこの格言は日
本や中国だけでなく、英語圏にもあり洋の東西を問わぬ教訓のようであります。「年頭に
その年の計画を立てることが大切」とか「元旦の過ごし方が一年を決める。」という意味
で＜何事も初めが肝心である＞との教えだと思います。一年のスタートにあたって、充実
した毎日を送るには何が最も大切かを思惟することは重要なことです。こうした思索の中
で人生の目的を知り、生きることに喜びと価値を感じている人は、心臓病や脳梗塞など血
管系の疾患にかかりにくく、さらに家庭的、社会的ストレスも減少して睡眠障害やうつ病
にもなりにくい傾向があり、身体的寿命と健康寿命が２割近くも長くなることが日本とア
メリカの調査で明らかになったことを知りました。
人生へのこうした思索が心と体に良い働きがあるとすれば、私は、当史談会の活動も同
じような効果を町民に与えることはできないものだろうかと考えています。
幸い本年は、創立以来 50 周年の活動成果を基に新たな第一歩を踏み出す年であります。
政治・経済ではなく、この雫石郷の長い歴史と良き伝統の力によって、ここに暮らす人々
が生きることの喜びと価値を味わい、この雫石郷の一員で良かったと思えるような歴史学
習や地域貢献の活動に取り組んでまいりたいと思うものであります。会員の皆様のなお一
層のご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
会員各位、そしてご家族皆様のご健勝とご繁栄を心からお祈り申し上げまして新年のご
あいさつといたします。
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御 鳥 見役

当会が今度は「雫石町教育員会表彰」を受賞
昨年９月に岩手県教育表彰を受賞した当会が、今度は町の教育員会表彰を受けることにな
り、表彰式が１２月３日（土）中央公民館野菊ホールで行われました。
表彰式には大村昭東会長が出席し、町教育委員会の上野
宏教育委員長から表彰状を贈られました。今回の表彰は、
平成２８年度上半期において町の教育及び文化の発展に著
しく寄与した個人団体を表彰したもので、町内８団体と６
個人が受賞しました。
当会の表彰事由は――昭和４１年に設立され、多年にわ
たり郷土史の研究に取り組み、社会教育の振興発展に大き
く貢献した。――というものです。
今回は、宗教法人上和野馬頭観世音も、――多年にわたり
上和野馬頭観世音本堂並びに旧堂を適切に維持管理してき
たことにより、平成２８年８月１日に本堂並びに旧堂が国
登録有形文化財に登録された。――ということで表彰を受けました。
【表彰状を受ける大村会長】

会員寄稿文Ⅰ
「インクラインを訪ねて」

雫石と沢内を結ぶ森林鉄道はどのようにして峠を越えたのか？
会 員

丸 山

塁

（林崎）

平成 28 年秋、かつて雫石営林署で森林鉄道の機関士をされていた高橋健二氏のアルバム
をお借りすることができた。そこにあったインクラインとキャプションが書かれた一枚の
写真が目を引いた。
ブロック積みの擁壁とその上のインクライン制動機小屋、更に擁壁の手前にはガソリン機
関車 1 台が写っている。（写真－１）
おそらく、かつて雫石営林署が運行していた森林鉄道鶯宿線の写真と思われる。
インクラインとは急勾配の斜面に直線的にレールを敷き、中間地点に行き違い施設を設けて、
ワイヤーで繋がれた台車を上下端から同時に発車させ荷物の運搬を行う施設で、山からの
下げ運搬では丸太の自重で空台車の引上げができる利点がある。
（写真－１）高橋健二氏アルバムの「インクライン」
（写真－２）インクラインイメージ

写真は魚梁瀬森林鉄道インクライン
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インクラインは鶯宿温泉の奥の
待多部沢の上流で、旧沢内村に至る峠
越えの手前にあった
とされ、旧版の地形図では、急な尾
根に直線的に軌道が描かれている箇
所に該当すると思わ
れたが、数年前に起点側を調査した
際は、その所在を確認することはでき
なかった。

だから高橋健二氏のアルバムの写真
の存在は、自分にとって非常に大き
な意味を持つ。
この写真を元に藪が枯れた昨年 10
月中旬に調査を行った。
雫石と沢内を結ぶ農道貝沢野線の
貝沢トンネルの脇がスタート地点だ。
山に入ってすぐ、軌道跡らしき地形
を確認する。軌道跡は所々で樹木が
成長しているものの割と明瞭だ。
ただし、灌木や下草の様子から、こ
こを歩いている人は近年いないよう
だ。（写真－３）
（写真－３）森林鉄道軌道跡
想定しているインクラインの終点までは谷を二度越えなければならない。
最初の谷は浅いものの、路盤の痕跡はその直前から忽然と無くなっていた。
しかしここにインクラインがあったとは考えにくく、とりあえず谷に降りて先へ進む。対
岸へ登ると、その先にこれまでよりも明瞭な軌道跡が続いていた。
軌道跡は標高をほとんど変え
ることなく尾根の突端方向を
目指す。
軌道脇のスギは立派に成長し、
そろそろ伐期を迎えそうな
感じだ。
もしかするとこの軌道跡も近
々道路に壊されてしまうかも
しれない。
か細い軌道跡は森林鉄道の雰
囲気が一杯だ。（写真－４）
しばらく進み二つ目の谷に遭
遇する。
こちらは規模が先程より大き
く、やはり路盤の痕跡は忽然と
途絶えている。
（写真－４）
森林鉄道軌道跡
仕方なく先の谷を越えてみる
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と、やはり僅かながら軌道跡
の痕跡が続いていた。
軌道跡はその後明瞭になる。
所々、盛土で路体を構築して
いる箇所があり、意外に感じ
る。（写真－５）
軌道跡は相変わらず高度を変
えずに順調に距離を稼ぐが、
いい加減にインクラインにな
らないと待多部沢に取り付か
ないだろうと不安になりだし
た時、尾根の突端に到達した。
（

写真－

５）森林鉄道軌道跡
尾根の反対側は急で深い谷で、さすがにこの先軌道跡はなさそうだ。
そう思って周辺を丹念に探すと、遂に制動機小屋の痕跡であるブロック積み擁壁を発見した。
（写真－６、７）

（写真－６）写真－１と同じアングル

（写真－７）写真－６の擁壁部拡大

機廻し線のあった平場には天然のスギやヒバが育ち、更に擁壁にも沢山の土が覆っていて最
初は気付かなかった。
これでインクラインの終点を確定できたが、旧版地形図とは方向が異なっているようだった。
昭和 24 年の廃止から 67 年という歳月の大きさを感じる。むしろよく発見できたと感慨深く
もある。
帰りは気楽な気持ちで来た道を戻る。
2 箇所ある谷越えのうち、トンネル寄りの小さな谷に差しかかった時、行きには気付かなかっ
た或る物体に気付く。
地面に散乱した丸太からナットの付いたボルトが飛びだしていた。
よく見れば結構な数が、規則的に、まるで構造物が朽ちて崩れ落ちたかのように・・・
これは紛れもなく木橋の残骸だろう。（写真－８、９）
これまで石やコンクリート製の橋脚や橋台の残骸は見てきたが、木製橋脚の残骸は初めての
発見だ。
この辺りは多雪地帯であり、雪崩が起こりやすい谷筋で木橋を維持するのはかなりの苦労が
あったと思う。
雫石営林署の保線技術はかなり高かったのではないだろうか。
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（写真－８）木製橋梁跡（破線部）

（写真－９）木製橋脚残骸

この日の調査はこれで切り上げ、後日インクライン起点側の調査を行った。
終点の緯度経度を GPS で記録し、線路方向も確認できたので今回は確実に起点を特定できそ
うだ。
果たして現場に行って見ると、まず最
初に沢の中に埋没したレールを発見し
た。（写真－10）
鶯宿線系統でレールを発見するのはこ
れが初めてで、想定外に幸先良い。
レールは錆びと変形が酷く、寸法を測
るのに苦労したが 6kg 級のレールであ
ることが分かった。
規格的に 2 級線の手押車輌専用線に相
当することから、場所的に考えて、イ
ンクラインのレールだった可能性があ
る。
想定されるインクラインの起点はここ
から僅かに上流なので、位置関係は問
題ない。
（写真－10）森林鉄道レール（待多部沢にて）

GPS で想定されるインクラインの起点は、現在の状況からは一見しても想像しにくかったので
周辺の斜面を念のため調査した。
まずは想定場所から直線的に斜面を
登る。
かなりの急斜面は太い樹々が生えて
いるだけでなく、登るにつれて地形
が狭まりさすがにインクラインの跡
ではないと判断。
そこで少し西へトラバースする。
急斜面にはヒバが地を這うように生
い茂り難儀する。
しかしその先は先程とは異なる灌木
帯で、地形もかつて整地されたよう
な感じだ。（写真－11）
（写真－11）インクライン軌道敷跡
この灌木帯を待多部沢に向かって下る。尻餅をつくくらいの急斜面だ。
かすかなルートは西へカーブしながら待多部沢の右岸に到達し、そこには平坦地が広がって
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いる。この平坦地はインクラインから本線へ運材台車の付け替え作業をするのに必要な場所
で、これらの条件を満たすこの場所がインクラインの起点と断定し、同時にインクラインの
線形も特定することができた。（写真－12、13、14）
これらの結果、インクラインの規模は、延長 141ｍ、標高差 80ｍ、平均斜度 34°と推定され、
旧版地形図の線形は不正確であることが分かった。（図－１）
一枚の写真が、長い年月に埋没しようとしていたインクラインの遺構を、記録として蘇らせ
てくれた。
写真－11

写真－13
写真－14

（写真－12）インクライン起点部

（写真－13）インクライン曲線部

（写真－14）インクライン平坦部

（図－１）インクライン位置図

会員寄稿文

Ⅱ

戸沢氏を識る

―その 1―
会 員

新 里

栄 弘

(上春木場)

最初に戸沢氏の発祥についてみることにする。
戸沢氏の発端は“保元の乱”に始まるといわれておる。
保元元年（1156）後白河上皇と崇徳天皇が対立。さらに源氏と平氏でもお家の跡継ぎを
めぐって争い、父と子、兄と弟が敵味方にわかれた。後白河方についた平清盛と源義朝は、
崇徳についた平忠正と源為義らを破る。崇徳上皇は捕らえられ隠岐に配流。忠正と為義は
斬首となる。
後に登場する通正は子この忠正の嫡子である。この時通正は父とともに斬罪に処せられ
たが、通正の妻が吉野尾輪に難を逃れ、そこで男子を産み、平新と名付けた。これが尾輪
の平衡盛であることは一般に知られている。
ただし、「出典」
「書誌」によりその著述は異なる場合が各書に見られる。
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以下、順を追って説明していきたい。
◎戸沢氏
中世以来の武家で近世の大名家。出羽国新庄藩主。平貞盛の後裔衡盛が陸奥国岩手郡滴
石荘戸沢村に住み戸沢を称した。のち出羽国山本郡角館に移る。
1590 年(天正 18) 豊臣秀吉の小田原攻め後、光盛が本領四万四千石余を安堵された。
関ヶ原の戦いでは政盛が東軍に属し、戦後常陸国松岡四万石を与えられた。1622 年(元和
8)最上義俊改易により、出羽国新庄藩六万石に移され、明治期に至る。維新後子爵。
『日本史人物辞典』（山川出版社）
◎初代衡盛 ―戸沢氏の祖―
従五位下飛騨守。幼名尾輪平新。母大納言藤原雅邑の女英子
保元 2 年（1157）和州尾輪の里に生まれる。
治承元年（1177）木曽義仲に属す。従五位下飛騨守。
元暦元年（1184）奥州に下る。滴石庄戸沢郷に住す。故に戸沢氏と称す。
正治元年（1199）卒去、年 43 歳。天翁羽鏡公大居士。
（西木村文化財 「系譜に見る戸沢氏」）
◎平衡盛
始祖平衡盛が保元 2 年（1157）大和国尾輪に生まれた。成人した後上洛してきた源義仲
の配下となったが、元暦元年（1184）不和となり、奥州に下り、陸奥国岩手郡滴石庄戸沢
郷に居住する。やがて文治元年（1185）の屋島合戦の功により建久 5 年（1194）源頼朝に
謁見を許され、当地方に４千６百町歩余の領地を給与された。
『東北の名族興亡史』（新人物往来社）
◎平衡盛の出自について
５３代淳和天皇 桓武天皇第三の皇子なり 承和九年（842）３月より大旱魃が起こり
空海雨を祈る。
（空海延暦元年 32 歳）桓武の皇氏幡安なり、諸国に水車を作らせ乾田の助
けなしたる人、この遠孫桓武平氏あり、この人に官仕した官女故あって陸奥に下向し、奥
州滴石荘に至りこの地に住す。既にして懐胎中なれば久安 6 年（1150）男子分娩す。これ
を平親王と申し上げ後に平衡盛と改む。滴石下舘に居住せしむ。
『御所村由緒古典伝記集録』

寿永 3 年（1184）奥州に下り、一族の樋山弾正良正の許に身を寄せた。良正は衡盛を樋
山を去る一里の戸沢に居住させ娘を娶したが、良正には嗣子がなく、衡盛はその跡を受け、
その地を領したと伝えている。
（
『雫石町史』）
◎樋山弾正良正とは
ここは、故人川崎義仲氏の説に従い、列記してみる。
「樋山弾正については不明とされているが、種々の面から考察するに、そのころ滴石地
方は荘園あるいは牧であったのではないだろうか。その管理者として中央より派遣され
たものではなかったのでは」と推察している。
以下、衡盛の生涯について記してみることにする。
1・衡盛の出生について
『新庄古老覚書』によると保元の乱の際とあり、『御所村誌』、『角館町誌戸沢系図』に
よれば保元 2 年（1157）3 月 13 日とされている。
2・衡盛の出生地について
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『新庄古老覚書』
・
『御所村誌』
・
『角館町誌戸沢系図』に記載されている如く、大和国吉
野郡尾輪の里にて出生となっている。
3・衡盛の幼名について
『新庄古老覚書』によると、幼名は「平新」とあり、
『御所村由緒古典伝記集録』によ
れば「平親王」とあり、また『御所村誌』によると「平新」と命名すとなっている。
4・衡盛の居住地について
『新庄古老覚書』によれば、一族の樋山弾正良正の許に身を寄せた。良正は衡盛を樋
山を去る一里の戸沢に居住させたとあり、また、
『御所村誌』によると、寿永 2 年（1183）
「一族の樋山弾正を頼れり、良正よく労り南部境、戸沢に城を築き、元暦元年（1184）2
月 9 日、戸沢城に移し居らしむ。」とある。
5・衡盛の領有地について
平衡盛、源頼朝に仕え、戸沢、下田、隠明寺、田口、長山、綱木等を領じて戸沢郷に住
したと伝えられている。
『寛政重修諸家系譜』
『御所村由緒古典伝記集録』によると、文治 5 年（1189）頼朝の奥州藤原泰衡征伐に従
軍し、その功により岩手郡の西部滴石荘を賜る、とある。
『角館町誌戸沢家譜』によると、建久 5 年（1194）源頼朝に謁し、磐井郡滴石庄戸沢郷
4 千 600 町歩を与えられるとあり、同じくその 2 として建久 5 年（1194）衡盛が戸沢郷 3
百余町を与えられ、戸沢に住す。とある。
6・衡盛の治世について
『角館町誌戸沢系図』によると寿永 3 年（1184）から正治元年（1199）まで 15 年間と
推定される。
『御所村由緒古典伝記集録』によると、
「源頼朝公奥州征伐に文治 5 年（1189）7 月 19
日鎌倉を発す。同 29 日白河関へ討ち入り。8 月 22 日申刻伊達平泉に着く。これを聞く平
衡盛公は滴石荘に居住せしが、ある日一門郎従等召集め、いかに汝ら承れ、この度上方勢
白旗を押し立て、伊達大君藤原泰衡を亡しに向かいたり、我従軍するとき来たれりとの御
錠なり、滴石岩九郎進み出て申さるは、おもっとも至極なり併しながら一時も早く御簇揃
え、馬印御改め部被遊と申し上ぐれば、衡盛公聞召なるほど簇揃え経て手合いと致すべく

岩九郎こそは仰せつけられる。岩九郎が畏まって御請け仕り先ず簇揃え触れ渡す。云々と
記されておる。
7・衡盛の事績について
治承元年（1177）木曽義仲に属す。
木曽義仲、平家追討に従軍し、時に平衡盛二十歳の頃と推察している。
8・衡盛の奥州下向について
『御所村誌』によれば、寿永 2 年（1183）木曽の無道を憎しみて奥州に下るとあり、
一方『角館町誌戸沢系図』には義仲の不義により寿永 3 年（1184）正月十一日尾輪を立
ち、奥州に下る、とある。
9・衡盛の仙北移住について
『角館町誌戸沢系図』によると、建久 8 年（1197）羽州山本郡北浦荘門屋郷 4 千 6 百
9

余町歩に移封された」とあり、記録されておる。

現在の仙北市西木町にある
門屋城跡

10・衡盛の被官について
『御所村由緒古典伝記集録』によれば、飛騨守とあり、『角館町誌戸沢系図』によれば、
叙従五位下任飛騨守とある。これらを考察すれば、木曽義仲に属して従五位下に叙され、
飛騨守に任ぜられたものと推察される、と故川崎義仲氏は言っている。
11・衡盛の没年について
『角館町誌戸沢系図』によれば、正治元年（1199）7 月 19 日 43 歳にして卒す。天翁羽
鏡公大居士と称す、とあり。

※平衡盛については一般には「たいら ひらもり」と称されているのであるが、秋田側
においては戸沢家累代城主として「たいら ひでもり」と称している。

次回に続く
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今年は酉年 「酉＝鳥」にちなんで「鳥」のつく
地名や行事などの話題をいろいろ集めてみました。

題して
＜地名＞
１・鶯 宿(おうしゅく)

いろ・とり・どり です

ご存じのとおり町内随一の温泉です。 温泉の歴史をたどれば…

開湯はなんと天正年間(1573～1593)の頃と言いますから約 450 年前。時代は織田信長全盛の頃。
雫石では南部信直が「雫石城」を攻略していた時期（1585 年）です。
加賀の国（現在の石川県）から移住してきた木樵の「助(すけ)」（＝加賀助家一族の祖）が、この地の
山中で一羽のウグイス(鶯)が傷ついた脚を川床に浸しては近くの枝で休む、という動きを繰り返してい
るのを見て近くに行ってみると、川の中から湯煙が上り温泉が湧いているのを発見したとされています。
偶然通りかかった行脚の僧（実は盛岡・祇陀寺の二世住職）にこのことを尋ねたところ、効能の著しい
温泉であることが分かりました。助と僧はこれを地域の人や盛岡の人々に伝え、やがて多くの人が湯治
に来るようになり、祇陀寺のご縁で藩主とその家族まで来湯するようになりました。そこでここを「鶯」に
ちなんで「鶯宿」と名付けた、とされています。
この頃になると加賀助の子孫は切留に移っており、藩主一家の湯治の際には湯守として「弥十郎」
の名が文書に残っています。加賀助の跡を受けた弥十郎家は岩手郡川口から移住したもので、後に姓
を川口と称しています。
「以上の鶯宿温泉の由緒は、天明元（1781）年ごろ弥十郎老人によって語られた記録によ
るもの」と雫石町史Ⅰでは紹介しています。（646p）
その後、享保の頃（1716～1735）に雫石の造り酒屋「高島屋」の市左衛門が、費用を惜しむことなく浴槽
を広げ、客室を造り、湯治場としての施設を整備しました。そのこともあって藩主や姫君などは湯治の帰
りにしばしば雫石の上野家に立ち寄るようになりました。
（雫石町史から）
雫石町史には、文政 9（1826）年の頃の鶯宿温泉の様子を描いた絵図が掲載されています。
（※昭和５４年の町史編集の際に編集者が原本を模写したものです。）

切留道

温泉薬師神社

今の湯滝橋
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この絵図を見ると、元湯の「キクノ湯」以外の湯屋は鶯宿川の左岸（現在のホテル加賀助側）に建っ
ていることがわかります。薬師神社はそのままです。絵図の左奥には「切留道」の表示が見えます。
ご存知のように「旧沢内街道」は寛文 9（1669）年に南畑経由に切り替えられるまではここ鶯宿温泉
を通り、切留～待多部(まったぶ)経由で沢内に通じていました。

２・ 鳥 谷森（とやもり）
…西安庭の西南端の一地区（集落）の地名です。行政区でいえば「外桝沢」です。
通称「コテージ村」の東側になります。
雫石町史Ⅰの「伝説と昔話」の五、戸沢氏伝説の（五）鳥谷森 の項に、次のような
昔話が紹介されています。
――大字西安庭字鳥谷森は、昔は遠矢森といいました。昔雫石城の殿様は弓の名人でした。
お城で射た矢が、しばしばこの地まで飛んできました。そこでこの名が出たといいます。――
資料「雫石盆地の地名」＜心のふるさと(第十集)・平成８年・雫石町教育員会刊行＞に
は次の三つの「鳥谷（または鳥屋）
」地名が紹介されています。
①まず「集落」として（15ｐ）
ハ、鳥谷森
この集落は安庭村の西南端で外桝沢川沿いの山際に位置する集落であ
る。この集落名の鳥谷森は、鷹などを入れておく小屋のあった所の意から、集落名を鳥
谷森としたものであろう。この集落は「邦内郷村志」 （関注・江戸時代の地理誌 (安永 9
(1780)年作成・下記解説参照)に鳥谷森十五軒とあり、
「本枝村付並位付」には鳥谷森六軒と
ある集落である。
②「旧西安庭村の字名」として(73p) 〔※関注上記の「鳥谷森」と同じ場所〕
鳥谷森（とやもり）
御所村大字西安庭第四十三地割の字地名である。
この字地名の鳥谷森は、この地域に昔鷹狩りに用いる鷹を飼育する小屋のあった所
から鳥屋から転訛したもので字地名を鳥谷森としたものであろう。
③「旧南畑村の字名」として(85p)
二十三、鳥屋（とや）
御所村大字南畑第二十三地割の字地名である。
この字地名の鳥屋は、この地域に鳥屋という集落があることから、字地名を鳥屋と
したものであろう。
〔※関注・この集落は現在は赤滝行政区で、県道沿いの深沢集落より東側に入った所に
数軒ある。コテージ村区域の西端と隣接する位置でもある。
〕
「鳥谷森」
「鳥屋」
、この二つの字区域及び集落は大字が「西安庭」と「南畑」と
別だがコテージ村を挟んで東西に位置し近接している。もとは同じ区域だったも
のが何らかの事情により二つの村に分離したものと思われる。現在もここに集落
があり、他地区の人はここの住人を「鳥谷森の誰それ」、
「鳥屋のだれそれ」と、
集落名を冠して呼んでいる。
資料「雫石盆地の地名」では、
「鳥谷（屋）」地名の由来を「江戸時代の鷹狩り用
の鷹を飼育する小屋があった」としているが盛岡城からの距離を考えると鷹の飼育
の場所としては遠すぎるような気がする。むしろ鷹の餌となる小鳥を捕まえて入れ
ておく「鳥屋」があったと考える方が自然な気がする。
参考までに、盛岡市内には「餌差小路」の地名が残っている。
餌差小路は，文字通り御餌差が住んでいたことに由来。鷹の餌にする小鳥を捕獲、飼育する
微禄の者が住んでいた。鷹匠小路には，藩主が鷹狩りに使う鷹を調教する鷹匠が住んでいた。
この鷹の必要な餌を調達するのが，御餌差の役であった。
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（事務局・関）

【解説】 「邦内郷村志」
（明和～寛政）

筆者

大巻秀詮

大巻秀詮は、花巻の人で、盛岡藩に仕え各地の代官を歴任した。
本書は、郡町村の石高、戸数、人口、社寺などが記され、藩内の
の地誌として詳細なものである。はじめは 6 巻であったが、松井
道円の著と伝えられる和賀・稗貫二郡の郷村志を加えて、8 巻と
して流布した。
「本枝村付並位付」地理誌の一つと思われるが作成時期・筆者は不明。
「雫石盆地の地名」には、享和三（1803）年とだけ書かれている。

今から３８年前の昭和５４年に発刊された雫石町史Ⅰの表紙の裏側に印刷されている
＜岩手郡内雫石通拾ヶ村御山林澤々神社仏閣郷村縮図＞（原本は雫石町歴史民俗資料館蔵）
には、絵図の右下に 南畑村鳥谷之里 甚十郎 所蔵 と書かれています。

おまけ

現在、雫石町内に鳥谷（とや）姓の世帯が一軒あります。３０年ほど前には
二軒ありました。両家は親が兄弟の間柄です。今は転出したもう一軒の鳥谷
さんのご主人は雫石営林署に勤務されていました。その長男 S さんは昭和 22 年生ま
れで私の一年先輩です。雫石小学校から雫石中学校、県立盛岡工業高校と進み、高校
時代は成績が極めて優秀でＮＨＫに技術職として入社。全国各地を転勤後、本局勤務
が長く最近まで東京に住んでいらしたとお聞きしました。この S さんの長男がプロ野
球・阪神タイガースの人気内野手である鳥谷 敬 選手です。選手名はご存知のように
鳥谷（とりたに）です。四文字の方がなんとなく語感がいい、とでも考えたのでしょ
うか。でもあの有名選手が雫石町ゆかりの人だと思うとなんだかうれしくなります。
なお、この鳥谷家は、町内御所地区の出身ではないとのことです。（事務局・関）

３・岩 鷲 山（がんじゅさん）…岩手山の別名。
標高 2,038m の名峰岩手山。この岩手山の別名は『巌鷲山（がんじゅさん）』です。
元々は「いわわしやま」と呼ばれていたものが「岩手」の音読みの「がんしゅ」と似
ていることから、これを音読みにしたものだと言われています。
この別名「いわわしやま」の由来は、4 月下旬から 5 月上旬にかけて岩手山の山頂
付近に＜翼を広げた鷲の形の雪形＞が現れることから、こう呼ばれるようになった
と言われています。
しかし、この雪形、見えるのは盛岡市内からだけで、残念ながら雫石方面からは見え
ません。参考までに、雫石方面から見た岩手山の別名は「南部片富士」。また、古くは
坂上田村麻呂伝説に「霧山嶽（きりやまだけ）」の名で登場します。これはいつも霧(雲)
がかかっていて不気味な山、という意味のようです。

＜御役目＞
・盛岡藩

御 鳥見 役…雫石町史Ⅰに「御鳥見役」について次のような記載があります。

藩では御鷹狩り用の鷹や狩猟用の鳥類の繁殖を目的として、鷹の巣の発見・保護に、
また、特定の森林、沼地等を指定してその保護に努めた。このような鳥類の保護、繁殖
の任にあたったのが御鳥見役である。
（関注・今でいう環境省の職員のような業務ですね。）
雫石通りに居住して御鳥見役を勤めた家は二軒ある。
元禄二（1689）年から、元文五（1740）年にかけて、荒屋某氏が二代に亙って御鳥
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見役を勤め、御鳥見役としては最高の五駄二人扶持（三斗七升入りの米俵二十二俵）
を受けた。その後も代々この扶持を受け雫石に居住しているが、身帯帳には御鳥見役
の役名は付いていない。
同じく五駄二人扶持で、元雫石町長高橋精造の本家（高橋喜代見）が代々御鳥見役
を勤めている。
この御鳥見役の役目も次第に広くなり、文政 7（1824）年には藩の御用人より街道
並木の警衛を指示されている。
（後略）
雫石町史の「御鳥見役」についての説明は上記の程度です。
ここに出てきた御鳥見役「荒屋某（〇右衛門）
」とは、下町の舘坂（永昌寺向か
い）を登り切った右側のお宅「（元消防団ラッパ長だった）故荒屋一男さん（屋号；玄
八(げんぱ)）」の家を指すのではないかと思います。
またもう一人の御鳥見役「高橋喜代見」という方は、同じ下町で雫石駅に下りる
道路のＴ字路の左角の家、かつての「高橋酒店」の家（屋号；喜六さん）を指します。
現在のご当主は高橋良和さんです。
冒頭、町史の説明に御鳥見役の業務として「鳥の繁殖用の沼地等の指定と保護」
とありましたが、町内名子に昭和 50 年ごろまであった「桜沼神社」（現在の「丸水
工業」事務所の北側）の周辺は、その名のとおり大きな沼地で、神社の周囲には岸
辺にヨシが生い茂った大小３つほどの沼がありました。このあたり一帯は御鳥見役
「高橋家」の所有地でした。どういうわけか我が家も沼の一部の所有者でした。小
生が子供の頃は、沼に多数棲息する「オオヨシキリ」（この辺では鳴き声から「バ
バッチ」と呼んでいた。
）の巣を見つけるのが遊びの一つでした。
この沼の周辺には町内有数の縄文遺跡「桜沼遺跡」があり、至る所から土器のか
けらや石の矢尻が出土していました。その沼も、周辺農地の耕地整理を行うため埋
め立てられることになり、それに先立って昭和 50 年から「桜沼遺跡発掘調査」が
行われ貴重な出土品などの成果を得て遺跡は埋め戻され、水田に変わりました。
（関）
上記に出てきた「鳥の繁殖用の沼」などの池沼について、滝沢村誌はより詳しく記載していま
すので紹介します。南部公は滝沢方面にはよく鷹狩りに来ていたようです。
関注…菱食(ひしくい)…カモ科の
体長 80～100 ㎝の中・大型鳥。個体
減より 1971 年国天然記念物指定。

＜滝沢村誌より＞

六 南部藩の築堤
１ はじめに
南部藩の幕府へ献上する品目中に三鳥、すなわち、鶴・白鳥・菱食がある。これら
を捕獲するために各地に堤を構築している。『太田村誌』は堤の普請個所として、上田
三堤、向中野通七ヵ所、見前通拾ヵ所、厨川通は滝沢・大喰・斉藤・赤袰三堤・半ヵ堤
〆六ヵ所となっており、盛岡周辺だけで二十六ヵ所を普請している。現在の滝沢村に当
時どれほどの堤を設定したか明らかではないが、『太田村誌』の滝沢堤は、恐らく『南
部藩事務日記』の寛文十一年（1671 年）三月十八日に「滝沢御新田堤築き候奉行に丹子
惣右ェ門申付」とあるから、ここは湯舟沢堤と推定されている。大喰堤については、項
を改めて述べることにする。
斉藤堤については、駿河久兵衛氏は観武が原にあるといい、赤袰堤と共に現在盛岡市
に属している。
（中略）
（次ページへ続く）
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南部氏は三鳥捕獲と開田の一石二鳥をねらった築堤により、本村は飛躍的に増反されたの
である。
鳥類捕獲について、大坊直治氏の調査した『南部城事務日記』中の抜書を列記しておく。

慶安五年（1652 年）三月十四日
今日郭御鷹野に鵜飼へ辰の刻御出御供毛馬内九左ェ門
寛文六年（1666 年）正月十三日 雪
殿様今日卯ノ刻大釜へ御鷹野ニ御出御供奥瀬治太夫にて申ノ刻御帰城
同六年十一月十五日
追鳥奉行被遣箇所 山向源四郎
松屋敷・湯舟沢・滝沢・鵜飼・大沢・篠木・大釜・飯岡・煙山・郡山（其他略之）
（以下略）

＜行事＞
・夜鳥（よどり）ぼい…「ぼい」は「ぼう」で「後を追う」「追い払う」の意味。
小正月（1 月１５日）の行事であった。害鳥追い出しによる豊作祈願で、子どもや青
年の行事。わらで「かも」と「うさぎ」の人形を作り、暗くなってから太鼓と手平鉦
（てびらがね）
、鍋、釜、洗面器などを鳴らし、「夜鳥ほぃほぃ、朝鳥ほぃほぃ」と叫
びながら各家々を回った。
＜しずくいしの行事と行事食＞から
同じ行事について、雫石町史Ⅰでは、さらに詳しく紹介しています。
『小正月行事①』 夕食後、田植組の者が集まって「夜鳥ほいほい 朝鳥ほいほい いぐ
ねえぁ鳥ぁいんげん島さぼってやれ」と叫びながら組中回って歩いた。
『小正月行事②』 橋場部落の夜鳥ぼい。数人の若者が中心となって部落内の子供を集め、
藁で「かも」と「うさぎ」を作る。青年が「うさぎ」をもって先頭となり、子供達が「か
も」を木の先につけて持ち、
「夜鳥ほいほい 朝鳥ほいほい いぐねえぁ鳥 頭割って塩つ
けて蝦夷ケ島さ ぼってやれ ほいほい」と叫んで家々を回る。各家では餅をくれた。部
落外れの人形立橋で「かも」と「うさぎ」を捨てて「宿」に帰ってもらった餅を料理して
食べた。昭和３０年頃まで行われた。
一方、新聞紙上で見つけた、似たような行事、「カラス呼ばり」のニュースです。
遠野の小正月行事「カラス呼ばり」
。子供たちが「カーラス、カラス、小豆餅けっから
こーこ」と歌い、餅をまいた。カラスに餅を振る舞うことで、農作物の鳥獣被害がない
ように願うという。
（平成２９年１月１６日読売新聞岩手版・遠野市伝承園での小正月行事紹介記事より）

同じ県内でもカラスに対する小正月行事の内容が、こうも違うものなんでしょうか。

＜食材＞
・南部 かしわ …雫石町特産の南部地鶏の肉
南部かしわは、昔の「かしわ肉」の味を持った鶏で、増体能力や飼料要求率にも優れて
いる鶏です。種鶏の産卵能力が高い鶏を目標として岩手県畜産試験場が開発し、昭和 60
年に 1 代目、平成 15 年に 2 代目が誕生して完成した特産肉用鶏です。
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南部かしわの特徴は、天然記念物「岩手地鶏」の血液が入った岩手独自の地鶏です。
放し飼いと長期飼育による「土の香り」のする昔懐かしい「かしわ肉」の味を持ち「美
味しくてコク」があります。大型で発育が良く早熟で生産性、経済性に優れています。
特定 JAS 規格「地鶏肉」の認証の 1 つの条件である、在来鶏血液百分率の条件を満たし
ています。赤い羽装は有色コーニッシュ（雄）と美しく、天然記念物でもある岩手地鶏の
赤笹種（雌）から生まれた二元交雑鶏（雌）と、美味しい軍鶏（雄）から、非常に旨味の
ある独自の交雑鶏（雄）をつくりだしました。
先日は、盛岡のちゃんこ料理店の鍋が「ちゃんこ‐1 グランプリ」で優勝したことが話
題になりましたが、その鍋に使っている鶏肉は「南部かしわ」の肉なそうです。
現在、雫石町内では三戸の農家が＜南部かしわ＞を飼養しています。

なぜ鶏肉を「かしわ」というのでしょうか？
諸説あるようですが、その昔、天武天皇の御代に、国教として仏教が採用され肉
食禁止令(牛馬鶏犬猿猴)が定められました。(西暦６７５年のことです）
しかしながら庶民は肉食を続け、動物の名前は別の名前に置き換え隠語で流通し
ました。
（うさぎを一羽、二羽と数える、あの発想と同じですね）
その例です。

鶏肉：かしわ
猪肉：ぼたん
馬肉：さくら
鹿肉：もみじ

鶏の羽の色と柏の紅葉の色
鮮やかな肉の赤色と牡丹の花の色
ピンクの肉の色と桜の花の色
真っ赤な肉の色とモミジの紅葉の色

そして、これが脈々と受け継がれてきました。
明治になり、堂々と鶏肉を食す事の出来るご時世になりましたが、名前は生き残
りました。戦後ブロイラーが出回るようになり、
「かしわ」は和鶏の呼び名に限定
されるようになりました。
現在、
「かしわ」という言葉を使うのは、東日本では秋田県だけ、愛知県・富山
県、近畿地方一帯と愛媛県の一部・福岡県・鹿児島県など西日本に集中していま
す。どうして西日本中心なのでしょう。実は江戸時代の文献にも『江戸は しゃも』
とあり、どうやら関東では黄鶏より軍鶏（しゃも）が好まれていたようなのです。
「名古屋あたりではトリ肉を食べるという言い方は品がないとされていたよう
だ」と、言語学者の金田一春彦さんは言っています。そこで隠語の「カシワ」で
呼んだらしいというのです。
ガッテン！ですか？

＜その他＞

『ねむた鳥』……

田中喜多美著の、草稿のままで未刊行だった「昔話集」作品名。

このことについて、田中喜多美氏を文学の分野から取り上げて研究をされている東京
学芸大学教授 石井正巳氏（1958－）の「田中喜多美『ねむた鳥』考」から紹介する。
雫石町出身の郷土史家田中喜多美氏（1900～1990）の研究活動の原点は民俗研究であ
った。この民俗研究と後年の歴史研究の二つを駆使して郷土を解明しようとしてきたと
考えられている。
民俗研究の代表的著述が『ねむたどり』と『山の生活』（後に書き改めて『山村民俗誌
――山の生活編――』
）とであった。これらは初期の著述であるが。そこには、早くから
一徹な姿勢で研究に取り組んでいた田中の志を見ることができる。
『ねむた鳥』もそうし
た態度で誠実に書き残された資料であったので、佐々木喜善の『聴耳草紙』に吸収され、
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さらに『旅と伝説』の「柳田国男特輯 昔話号」にも迎えられたのだ。その結果、一冊の昔
話集としては骨抜きにされてしまったと言えなくもない。だが、この昔話集はこれ一冊で読
まれるべき内容と叙述を持ち、日本昔話研究史上、特筆すべき著述であると思われる。
表紙には黒鉛筆で「滴石郷民潭集 ねむた鳥」と書き、両脇に青鉛筆で線を引いている。
中には、序文が四百字詰原稿用紙四枚、本文が四百八十字詰原稿用紙（赤沢号製）百三十
二枚、考察が四百八十字詰原稿用紙（赤沢号製）二枚と五百字詰原稿用紙一枚でそれぞれ書
かれ、一冊に綴じられている。これら原稿には、すべて黒の万年筆を使い、黒鉛筆の注記が
入ることもある。
序文は冒頭に「岩手昔話 ねむた鳥（未定稿）
」と題して、末尾に「昭和五年四月十二日、
雫石川畔にて／田中喜多美識す。」と書かれている。
その文章によると、この集に書いた話の大部分は、田中の母が冬の夜、麻糸を續みながら
寝かし付けるときに語ってくれたものだという。仕事に疲れ居眠りをし始めた女親たちは、
ピーピーと鳴く川原千鳥の声を聴いた後、床に入ったが、それを「ねむた鳥」と呼んだ。そ
れを思い出し、
「ねむた鳥」という名をこの集に付けて、亡くなった母の形見にするのだ、と
いう説明がある。
（後略）
か わらち どり

千鳥（ちどり） …田中喜多美氏の母も鳴き声を聴いた「川原千鳥」とは…。
（関注；田中の生家は下久保という集落にあった。
下久保は御所ダム建設で水没したが、雫
石川の川原に近いところだった。（雫石川
園地桜並木の堤防の最下流のあたり）

千鳥にはたくさんの種類があるようだが、
下記の資料を見ると下久保の周辺に棲む
のは「イカルチドリ」（左写真）であろうか。
和名のイカルは古語で「大きい、厳めしい」の意。その鳴き声は「ピヨ、ピヨ」と紹介されている。
日本では大小合わせて 10 種類以上のチドリ類が見られますが、日本で繁殖するのは、小型のコチドリ、
シロチドリ、イカルチドリの 3 種と、大型のケリ 1 種だけです。それぞれ年間を通じて見られますが、少しずつ
住む場所が違います。コチドリは海岸や川の中流域以下の砂礫地や荒れ地に、シロチドリは河口部から海
岸の砂浜に、イカルチドリは河川の中流域より上流の河原の中州や砂礫地に、ケリは水田や荒れ地、河原
などに生息し、繁殖します。

（中村登流・中村雅弘 (1995) 原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編） 保育社）.

２月

町民公開・歴史講座

テーマ「三閉伊一揆から引き継ぐもの」
日 時

２９年２月２５日（土）14：00～

場 所

町内源太堂 雫石公民館

聴講料

無料 （一般は２００円）

あとがき

講 師；

茶谷 十六 氏

岩手日報「三閉伊一揆」連載者
秋田県・仙北市在住
詳しい資料付き

新しい年が明けました。皆様の今年のご健勝を祈念いたします。丁酉（ひのととり）は干

支が矛盾する年とか。米国の新大統領がらみで国内外の政治経済も波乱含みの情勢のようです。
当会は昨年「５０周年」と「戸沢サミット」を一気に迎え何かと忙しい年でした。もちろん会の活動は
イベントだけではありません。地道に、これまでの郷土の歴史、とりわけ人々の営みを見つめなおし、
記録して、それを次世代に伝えていくことが大切です。５1 年前の創立の精神に立ち返り、「自彊不
息」の心で今年も活動を続けたいと考えております。会員各位のご協力をお願いいたします。（関）
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