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当会主催の平成２６年度第１回歴史講座を下記により開設します。
この歴史講座は毎年２月と３月に会員はもちろん、一般町民にも参
加無料で開放して開催しているもので、今回は「盛岡藩校作人館」と
雫石とのかかわりについての内容です。講師は、盛岡にある＜近世こ
もんじょ館＞の工藤利悦(としよし)館長です。工藤館長の講演はその
資料の“濃さ”に定評があります。今回もどうぞご期待ください。
盛岡藩の藩校「作人館」の運営費は雫石通り６カ村の年貢米のうちから三千石
を割いて充てられました。また、その米をつくる作人館領「学田」の農民たちに
は、「領百姓心得」を守り、他の百姓の模範となるよう指示が出されました。
当時の「作人館」を取り巻く諸情勢を資料から読み解きます。
期日；

記
平成２７年２月１４日（土）午後２時００分から３時３０分頃まで

会場；

町立中央公民館

講師；

近世こもんじょ館館長

２階視聴覚室

工藤

利悦

氏

藩校“作人館”ってご存知ですか？
かつて南部藩では、武力を最も重要なものと考えていたため、藩
士の教育は「武の教育」が中心でした。それが近世封建社会の幕藩
体制化になると、武士は行政を分担する役人となり「文の教育」も
必要になってきました。
（文化 5(1808)年「南部藩」から「盛岡藩」
に領国名を変更）1840 年に盛岡藩は苦しい財政の中、武芸と学問
を併せて行う藩校「明義堂」を開校し、人材育成に努めました。そ

作人館の扁額

の後、1865 年に藩校を「作人舘」と改称し、文学・武芸・医学の

盛岡市立仁王小学校内
「仁王歴史館」に、市の
文化財指定を受けて保存
されています。

三科の教育を行う学園形態を整備し、重大時局に対処できる人物の
育成に取り組みました。作人舘で学んだ人々が、やがて多くの分野
で、日本の近代化のために活躍しました。その中には、原敬（後の
総理大臣）
、佐藤昌介（後の北大初代総長）
、菊池寿人（後の旧制一
高校長）
、阿部浩（後の東京府知事）
、東条英教（後の陸軍中将）
、富

田小一郎（石川啄木・米内光政・出淵勝次・郷古潔等の優れた人物を世に送り出した教育者）
、那珂通世
（東洋史学の先駆者）
、田中館愛橘（国際的な物理学者）などの有名人がいます。作人舘は 1870 年の廃藩
置県により、
「盛岡県学校」に転換されました。

＜本文は「進学塾作人館」の資料をもとに作成＞
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新春恒例の第 21 回「自主研究・成果発表会」を 1 月 17 日（土）に開催しました。
会場となった中央公民館 2 階視聴覚室には会員ら 31 名が集まりました。
会では、大村昭東会長のあいさつに続いて、ご来賓の町教育委員会吉川健次教育長
が「滴石史談会の皆様には日頃から町民への郷土史普及に努めていただき感謝申し上
げている。今日の発表会にも期待している。
」と祝辞を述べ、激励してくださいました。
この日の発表者は６名と過去最多となりました。
以下、それぞれの発表内容等の概要を発表順にお知らせします。なお、各人作成の
発表資料は、当日欠席者を含めてすでにお手元に配布済みです。
したがって、本紙では配布資料を補う形での報告といたします。ご了承ください。
発表Ⅰ

民話の語り

「お山の話」

上野 ヒデ子 会員

上野さんの民話の語りの発表は昨年度に続いて２回目。会では
町史Ⅰに掲載されている民話や昔話等を音声で記録保存すること
にしている。これは、文字面だけでは分からない訛りや抑揚を地
元の人ならではの語り口で残そうというねらいである。
ご存じかと思うが、当史談会会則の第５条（事業）１項４号に
（本会の事業として）「史跡、名所、考古学、民俗学、伝説、民
話、方言等資料の調査保存に関する事項」という一項がある。この「録音事業」はこ
の条項の具現化の一つと考えている。
上野さんは、これまでに民話・昔話４作を録音済みだ。また、毎年の少年少女歴史
教室の支援員を務めており、閉講式では毎回、資料館曲り家の炉端で子どもたちに昔
話を話して聞かせてくれている。＜やさしい語り口に癒される＞と好評である。

発表Ⅱ

縄文語「愛宕」地名について

大村 昭東 会員

日本全国にあり、我々がよく目にする「愛宕（あたご）」という地名を取り上げ、
これは＜縄文語＞（※下記注参照）では、打撲などでできる「たんこぶ」の意味である
とし、アイヌ語の tapkkop〔離れてぽつんと立っている山〕からきているのではない
かと推論を述べました。この延長線上で、雫石地方でも使われる方言「アッパ」(母
親のこと)の語源とアイヌ語の関連などについてもさまざま考察をした。
※本紙・注

…「縄文語」は言語学者小泉保(1926－2009)の著書「縄文語の発見」

(1998 年 5 月に青土社から発刊)に出てくる。本書では弥生時代に日本列島で話されて
いた言語のうちの一つが今の日本語につながるという一般的推測に反論し、東北方言
や琉球方言などの比較をもって、今の日本語から縄文時代に話されていた「縄文語」
に由来する要素をとりだすことを試みている。縄文語という言語は本文中ではそれほ
ど詳細に定義がされてはいないが、縄文時代に日本列島で用いられていた言語と述べ
られている。また国立民族学博物館教授 崎山 理氏の研究も一部で知られている。
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発表Ⅲ

戊辰戦争後雫石に来た卒藩兵たち

小田 靖子 会員

戊辰戦争敗戦後、盛岡藩は解体となり、禄を失った藩士たちの多くは集団入植とい
う形で帰農した。県内に数カ所あったこの入植地のひとつが雫石郷西根村の「駒木野」
であり御明神村の「籬野(まがきの)」であった。
小田さんは、この２個所に直接足を運んで当時の入植者たちの暮らしぶりに思いを
馳せている。苦労の連続の末、この地に斃れた人たちの墓地も訪ねてみた。駒木野の
墓地には自然石の墓石が数個残り、旧藩士たちの共有地管理団体である盛岡桑田が地
元団体に委託して草刈りなどを行っている。一方の「籬野」のことについて盛岡桑田
に照会したところ「よくわからない」との返事。この違いは一体何によるものか、入
植した藩士の階級の違いらしいが釈然としない、と小田さんは割り切れない思いを語
った。それにしても、雪の中現地に足を運び、県立図書館を訪ねては入植地の古い絵
図面をデジカメで撮影して、今回の発表に臨んだ小田さんの熱意には“脱帽”である。
（前ページの写真は、デジカメ撮影した絵図面を前に研究発表する小田靖子会員。）

発表Ⅳ

2014 少年少女歴史教室を支援して
「地域の歴史を学び 明日を拓く」

高橋

司 会員

当日は、配布資料の内容をスライド上映によって視覚に訴える方法で見せてくれた
ことにより印象深い発表となった。
発表者の高橋 司 氏は現職の小学校長（町立南畑小学校）である。前任校の教職
員の中に東日本大震災津波の被災者がいた。支援活動を続けながら＜この困難から立
ち直るにはどうしたらいいか＞を思案し続け、たどり着いたのは「岩手の先人教育」
だったという。藩政時代、そして明治から昭和まで苦難の歴史だった岩手の人々には
逞しく明日を切り拓いて這い上がってきた実績がある。岩手の復興のためにはこの先
人たちの思い、努力そして実行の足跡を引き継いでいく教育、つまり「先人教育」が
必要と考えたのである。現任校の南畑小学校でも先人教育に取り組み、校長自ら教壇
に立ち、時には町内外の講師を招いて先人たちの業績を伝えている。児童たちも意欲
的に学習しており父母からの評価も高いという。この授業の様子が過日の岩手日報の
紙面で大きく取り上げられた。
高橋司校長は、２０１３年に引き続き支援員を務めた当会の「少年少女歴史教室」
について「何より郷土史を現場で学習することに意義がある。内容的にも岩手の先人
教育に通じるものがある。今後も積極的に関わっていきたい。」と意欲的に語った。

発表Ⅴ

雫石町内における森林軌道（その３）
葛根田線の詳細に迫る～前篇
丸山

塁

会員

発表者の丸山氏は４５歳。現在最年少会員である。林業行政を担当する県庁職員だ。
タイトルの通り「森林軌道」を取り上げるのは会報、発表合わせて３回目。当会には
2010(平 22)年 4 月に雫石町内の森林軌道を調べたくて入会した。以来、森林軌道に関
するかなりのデータを蓄積してきている。丸山氏はこれまでの発表等に見るように綿
密に諸資料を収集し、それをもとに現地を歩き、地元民、関係者から丹念に取材する
スタイルを通している。秋田市の仁別森林博物館を訪ねて貴重な資料も集めてきた。
森林軌道のほかに、江戸時代の地理誌「雫石通細見路方記」に紹介されている名勝
や長山の自宅周辺にある「岩手山への参詣道」にも興味を持ち、当会会報に紀行文を
寄せている。最近では橋場の“亜炭”や“金龍山炭礦”のレポートを会報に掲載した。
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森林軌道の調査研究に携わって丸山氏は「いま日本に現役の森林鉄道はないが、軌
道を復活させて観光に活用している例もある。地域再生の一手法としてむしろ脚光を
浴びてきていると言っても過言ではない。貴重な産業遺跡である軌道橋の橋脚や橋台
などをこのまま歴史に埋もれさせてしまうのはもったいない。」と強い思いを語った。

発表Ⅵ

町中央公民館生涯学習・歴史講座
＜雫石…石の話、石巡り＞を案内して

関

敬一 会員

発表者は昨年９月と 10 月の２回実施された町中央公民館の標記講座の案内人を務め
た。発表はその際に作成した 26 ページに及ぶ資料を配付しての説明であった。ただ、
発表会全体で 90 分という制約の中で最終発表者としての説明時間は５分間となった。
発表者によれば、中央公民館の歴史講座はこれまでに「雫石の歴史の謎」
「仙岩～国
見峠を歩く」
「雫石の名木巡り」
「雫石版『街道を行く』」と４回開かれており今回が５
回目。
「参加者はマイクロバス定員の都合で毎回 20 名～25 名ぐらいだが女性が多い。
殿方にももっと参加してほしい。
」と感想を述べた。
今回の資料にはそれぞれの石ごとに詳しい説明が付いている。出典は町史、町教委
の「心のふるさとシリーズ」ほか多岐にわたり、地元の人のコメントも多い。かつて
会員から受けた指摘により資料にはできるだけ地図も付けている。発表者は「知識は
ひとり秘蔵すべきものではなく、みんなで楽しむもの。
」という新渡戸稲造の言葉を
引用して「発表の機会が多いほど良い。
」と述べた上で、発表することは「まず自分
の考えを整理できる。適度の緊張感があり、結果として指摘や批判を受けることもあ
るが助言をもらうこともあり、そのことがまた自分にとっては勉強になる。」と考え
る。行事後の参加者アンケートも励みになるという。たとえば今回の「石巡り」のア
ンケートでは「雫石に生まれ育ったが、行ったことのない所へ連れて行ってもらって
楽しかった。
」
「ふだん何気なく見ている石にもそれぞれ歴史があることがわかり、石
を見る目が違ってきた。
」
「よそから来た者にとって新鮮な思いで雫石を巡った。この
町をもっともっと知りたくなった。
」という回答が目立ったという。発表者は最後に
「今後もこういう企画をしてもらうと郷土の歴史愛好者の底辺拡大につながる。」と
行政との連携に期待した。

新年会に 20 名、和やかに歓談
発表会終了後、同じ会場で新年を迎えての懇親会が行われ、会員２０名と
町教委社教課の太田主査が出席しました。大村会長のあいさつの後、元副会
長川崎 貢さんの「今日の発表は良かった。史談会がますます充実発展する
ように！」とのご発声で乾杯。宴は和やかに進み、出席者は会の発展を願い
ながら、思い思いに今年の研さん・精進を語り合っていました。

昨年 4 月末に開設した当会のホームページは、5 月～12 月までの
開設 8 カ月で訪問者(閲覧者)総数が 6,607 人でした。1 カ月平均で
827 人の計算になります。今年に入って 1 月末日現在の訪問者数は
7,597 人と 1 月だけでおよそ 1,000 人が【滴石史談会】をクリック
して当会のホームページを開いてくれたことになります。ホームペ
ージの編集運営は三名で行っていますが、開設当初は全くの手作り
だったこともあって、正直なところ評判はいま一つでした。しかし、会報や町教委か
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らの資料、町出身者郷土史家の特別寄稿を読んでくださる方もいて、なんとか月平均
800 人台をキープしてきたのではないかと推測しています。その後月 1 回の編集会議
で検討を重ねた結果、「画面が文字だけでは敬遠される。もっとビジュアルに見せるよ
うにしよう。
」と、レイアウトを工夫し写真も多く取り入れるようにしています。
企画面でも昨年１２月から在京町出身者の方の望郷譚「ふるさとは遠きにありて」
の掲載を始め、1 月からは町役場農林課の協力を得て「雫石の行事と行事食」の掲載
も始めています。このようにバラエティーに富んだ内容が功を奏したか、新年になっ
て訪問者数が伸びています。うれしいことです。
会報が随時発行されている中で、当会のホームページは、
基本的には郷土雫石の歴史や文化財の紹介をすることによっ
て雫石という町をより多くの人に知ってもらうこと、そして
会員外の町民のみなさんや全国の郷土史愛好家との相互研さ
んや交流を図ることを目的に開設したものです。まだ第一ステップの段階ですが、今
後は会員外の同好の方々との交流ができるまでにステップアップできるようにスキル
アップしていきたいと考えています。応援をお願いします。
会では自主研究発表会並びに新春懇話会の出欠報告のハガキで会員を対象に
自宅パソコン保有状況と当会ホームページ閲覧の状況について調査を行いまし
た。その結果は次のとおりでした。アンケートご協力ありがとうございました。
✿
◆会員５３人のうち３９人から回答をいただきました。（回答率７４％）
◆上記３９人のうちホームページを見ることができるパソコンまたはスマートフォン
を持っているのは２１人でした。（保有率；回答者の 54％）
◆ 上記保有者２１人のうち当会のホームページを閲覧している（または閲覧したこ
とがある）のは１５人でした。
（閲覧率 ７１％）

雫石町史Ⅰからの資料提供

（その 1）

上野村に栗山大膳への恩賞新田があった？
父の功労により、子の雖矢に九十一石分の新田開発公認の証文
雫石町史Ⅰ 第四編藩政下の雫石 第五章社会と生活 第七節土地と生活 二新田
開発の推移 （四） に、興味深い記載がある。
昨年のＮＨＫ大河ドラマ＜軍師 官兵衛＞に登場した「栗山善助」
。その嫡男「大膳」
の子雖矢に与えられた新田開発のための土地が、雫石通の上野村にあったというのだ。
しかし、その実態はよくわからず、町史では「この問題は…誠に不可解な事件である。」
と結んでいる。ともあれ、町史(５６６ｐ～)に掲載されている全文をここに紹介する。
◆
（四）恩賞の栗山新田
寛文１２(1672)年６月、上野村に栗山新田九十一石
の開発が藩から公認されている。
この新田は、栗山大膳が主家反逆の罪で公儀より流人として南部藩に預けられ、預
かり人として一生を送っているが、その間に、南部藩に種々尽力したことに対する恩
賞として子の栗山雖矢に与えられたものと考えられる。
栗山大膳は豊臣秀吉の智将黒田官兵衛孝高(よしたか)の子長政・孫忠之に家老として
仕え二万五千石を領していたが、忠之の代、黒田家騒動の時に藩を守るために幕府に
訴えた。その結果、藩は安泰を得たが、主君を訴えたことは家臣としての道に反する
ものと、寛永 10(1633)年、裁かれて南部藩に流刑となった。南部藩にあって生活する
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こと 19 年、承応元(1652)年病死したが、南部藩への功績は大であったと言われている。
雫石に知行地問題がおきたのは、大膳の死後２０５年を経た安政３(1856)年である。
大膳が南部藩に流されてから出生した男子（四男）に、母方の姓を称する内山孫之亟
がいるが、その孫之亟数代の子孫に当たる者の養子で宮古通代官、御目付を勤めた内
山吉太夫より“寛政 12(1672)年に大膳の功によってか大膳の長男雖矢に、上野村の上
沢田、横欠に野竿九十一石五升三合、面積にして百九十五町歩余の場所給付の証文を
頂戴してある”との申し入れがあった。その間１８５年、正徳６(1716)年には検地も
あり、また御蔵入並びに堀切賢治郎の知行地として過ごした土地である。今の世では
既に時効ものであるが、吉太夫も上野村に来て調査が行われた。万延元(1860)年当時
の肝入要助、老名嘉右エ門より詳細な長文の答弁書が出され、その後吉太夫が死ぬ前
の年、文久元(1861)年に再度申し入れがあり、更にその子内山数馬によって、その屋
敷まで地元関係者が呼び出された。しかし、万延元年の時と同じ答弁であったため、
解決には及んでいない。
慶応２(1866)年、数馬自身、取り調べのため上野村行きを希望し、往復十日の休暇
願を出している。その後姓を元にもどした数馬の子栗山龍磨が、明治 22(1889)年訴訟
を起こし、更に明治 35(1902)年には野中源太ほか 22 名より服部岩手県知事に意見書が
提出されている。しかし明治 29（1896）年龍磨が跡継ぎのないまま死亡し、この問題
は未解決のまま終わっている。
この問題は、流刑の身で知行地を賜った大膳の長男雖矢が、立場を考えて積極的に
権利を行使しなかったのか、藩と代官所との連絡に手落ちがあったかは不明であるが、
代官所を経由していながら直接交渉をするなど、誠に不可解な事件である。
（千葉貞三文書・栗山系図―県立図書館蔵）

注；千葉貞三氏（故人）春木場の人。元
御明神村長・雫石町史編集委員会顧問

参考
新田開発…広い面積の新田を拓くには多額の資金が必要であったことから、百姓には手
が出ず、主に藩士の手で行われた。しかしこれも自由に行えるものではなく、
藩から場所を与えられるか、藩に願い出て認可を得て開発するかであった。
大膳長男雖矢…町史には読み方が付いていない。県立博物館解説文書では「ただや」とある。一方、
盛岡歴史文化館の解説文では二文字目を「失」とし「雖失」の一般的な読みとして「すいし
つ」としている。下記「嫡男利周」との関係は不明。盛岡に来てからの子の母は内山姓。
✿

栗山 利章（くりやま

としあきら）は、安土桃山時代から江戸時代前期

にかけての武士。黒田氏（福岡藩）の家臣。栗山利安（善助）の子。
一般には通称の栗山大膳（だいぜん）の名で知られている。
天正 19 年（1591 年）、黒田氏の家臣・栗山利安の子として誕生。
福岡藩の第 2 代藩主黒田忠之(長政の子)と対立し、江戸幕府に「忠之
に謀反の疑いがある」と訴えた。幕府による裁決の結果、「利章は乱心
した。」いうことで利章を陸奥国盛岡藩預かりとし、黒田氏は改易を免
れた。この一連のお家騒動は黒田騒動(栗山大膳事件とも)と呼ばれた。
晩年は実質流罪ではあったが百五十人扶持（一人扶持＝1 日当たり男性米 5
合：女性は 3 合）であり、盛岡藩南部家も手厚く待遇した。19 年間の盛岡
在府中は、同様に対馬藩から盛岡藩預かりとなった規伯玄方（方長老）
とも親交があり、ともに盛岡城下の文化振興に寄与した。承応元年
（1652 年）同地で死去 62 歳。 墓所（右写真）は盛岡城下曹洞宗恩流
寺（愛宕町）にあり、無方規伯による忠節を讃えた碑がある。なお、嫡男の利周（としちか）
は、黒田家からの招聘を受けたが、それを断り、子孫及び臣下はそのまま盛岡藩に定着した。
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雫石町史Ⅰからの資料提供

（その 2）

前回発行の会報第 32 号で雫石町史（Ⅰ）からの情報提供として、
「第５編明治以降の
雫石 第一章 近代雫石四ヵ村の行政 第三節 昭和時代」から、町内の行政区割につい
お知らせしました。前回の「西山村の行政区画」に続いて、今回は「雫石村」の区割につ
いての資料です。
（町史７５１ｐ）
✿
（二）雫石村
雫石村では、大正四年区長及び区長代理者設置規定を設けた。行政区画を第一区、
第二区の二つに定め、区長及び区長代理を村会の席上で議員が投票によって選出して
任命しているが、この区長制は二カ年で解消された。
大正十三年、雫石村吏員並諸給与及村税等に関する規定が改められ、新たに行政区
画を七つに定め、区長及び区長代理が置かれることとなった。この規定に基づく行政
区は、次のように番号を付した区名で、区長及び区長代理者の選出も村会において議
員の投票によって選出されている。
区 名
第 一 区
第 二 区

区
小岩井農場

域

備

考

上町登記所

第 四 区

高前田より上町登記所まで。林を含む
上町登記所より学校道まで両側。
谷地、晴山含む
学校道より寺道まで両側。駅前を含む

第 五 区

寺道より下町中橋まで

中橋は現下一、二の界
滴石城外堀の跡

第 六 区
第 七 区

中橋より下町両側。黒沢川を含む

第 三 区

学校道は佐々勝旅館横の道
寺道は臨済寺入口の道

下久保、野中

備考；任期・いずれも四年。報酬；区長年額十二円、代理同一円

＜参考＞
「上町登記所」…字高前田と字上町は、現雫石中学校の西裏を通り雫石市街の前川に注ぐ大水川を
境にしている。
「登記所」の所在は町史の上表になかったが、司法書士の簗場弘友さん(中町)が、
「父の故仁太郎(雫石の代書人の草分け) から、
『南学院さん（故諏訪真吉氏〔現在の諏訪正義氏・
諏訪米穀店の隣〕
）の屋敷内にあった。』と聞いていた。
」と教えてくださったのでわかりました。
高前田方面から見た南学院敷地（林の中）
。お宮
は金毘羅神社。道路脇２本のポールの所が大水川の橋。
奥の黒い建物が諏訪米穀店。

←（写真左）

「学校道」…街道から雫石小学校への道。現在の岩銀雫石
支店と佐々勝旅館の間の道だ。
「寺道」…街道から臨済寺へ通じる旧沢内街道のこと。
「下町中橋」…かつて、秋田街道(現県道)の現・下町一二行政区と下
町三の境の所で前川が街道を横断していた。現在の「下町バス停」
付近。そこに木橋が架けられていた（江戸時代の絵図面に見える。）
ことからこう呼ばれたものと思われる。この場所に雫石城の堀跡が
あり「内堀観音」が祀られていた。【右写真】の左側一軒目と二軒目
の間に昭和 40 年代まで深い堀があった。二軒目が「堀合家」である。
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歴史散歩

去る１月１８日（日）午後、雫石町の冬の風物詩、復活第３６回雫石町裸
参りが行われました。今回は３６人が参加し、伝統の装束「鉢巻き」「注
注連縄を背負い」「さらしに横綱」「腰みの」に身を包み、「素足にわら
じ」を履いた若者たちがさまざまな供物や祈願の幟を持って上町の三社座
神社から下町の永昌寺まで約１.２㎞の道のりをおよそ２時間かけてゆっく
りと祈願をしながら歩きました。

✿
いまやすっかり雫石の冬の名物となったこの＜裸参り＞、歴史的に
ちょっと掘り下げてみてみましょう。まずこの行事の由来です。裸参
りの沿道で、行事の由来やメンバーを記載した栞（しおり）が配られ
ます。そこにはこう書かれていました。
【裸参りの由来】……昔、雫石の広養寺と臨済寺の間に高島屋という大きな酒屋があり、また、大
正時代に入っては大久保、和川と二軒の酒屋があった。酒屋の蔵廻りの若者たちが健康を祈願
しての行事で、毎年厳寒の１２月１４日に実施され、お酒を呑んでから、足をそろえてゆっく
り歩き、永昌寺の「あみだ様」にお参りした。昭和７年に両酒屋が営業を止めてから中断し、
昭和１２～１３年ごろに青年会で再興したが、再び中断した。
その後、昭和５５年に雫石町青年団体連絡協議会により再興され、今年で３６回目となる。

【考察】 裸参りの行事は盛岡市でも盛んであり、藩政時代からの歴史がある。盛岡では八幡
宮や桜山神社のほか、お阿弥陀さんの教浄寺、酒買地蔵、虚空蔵堂、大日如来、浅草観音に参詣
する。期日はまちまちだが教浄寺はお阿弥陀さんの旧 12 月 14 日(1 月 14 日)である。
雫石の裸参りの参詣先である下町の永昌寺は曹洞宗であり御本尊は「釈迦牟尼仏」だが、本堂
には「阿弥陀如来」も安置されている。阿弥陀如来は「四十八願掛けて厳しい修行をされた後に
悟りを開いて如来になられた仏様」で日本では一番多く礼拝されている。この“厳しい修行”と
厳寒の裸参りと結びつけたのであろうか。永昌寺東堂(先の住職)である藤本徳文和尚さんは「先
代の捷紀和尚の話では、最初は和川酒屋の若衆たちが元気に任せて始めたそうで供物などもなく、
衣装も下帯にさらしを巻く程度だったと言います。それにしても、三社座神社と当寺の阿弥陀如
来の神仏両方への奉納祈願とはうまく考えましたね。これは雫石独特の風習です。旧来、阿弥陀
如来の祭礼日(旧暦 12 月 14 日)を恒例としていましたが、現在はご時世に合わせて 1 月の第三日
曜日に行われています。」と教えて下さった。
永昌寺に到着した裸参りの行列は本堂前で装束を外し、本堂に入り普段着に着替えて仏前でご
住職から般若心経を唱えてもらい一年の無病息災、家門繁栄の祈祷を受ける。
雫石町が平成 12 年に発行した「七ツ森払い下げ九十年史(121Ｐ）
」に、次のような記載がある。
――あみだ様の日にハダカ参りが行われ、当初は下久保の田中家(助左衛門）から出発し、クキ
タナイまで歩き、大久保、和川両酒屋で酒を振舞われたと言われる。――

果たして七ツ森の生

森山ふもとを流れるクキタナイ(川)まで歩いたのは何の目的であったのか。本文の年代は不明だ
が明治３年の廃仏棄釈まで生森山頂に「生森子安地蔵尊」があったことを考えるとその地蔵尊に
も参詣（遥拝）して願を掛けた時代があったのだろう。その子安地蔵尊は現在永昌寺境内にある。
◆
藩政時代、大いに繁盛した酒造業高嶋屋は、営業不振により明治 10 年頃廃業し盛岡に移った。
裸参りを支えた雫石の大久保酒屋（銘酒「鶴正宗」で財をなした。）と和川酒屋も昭和７(1932)
年の銀行パニックで岩手・盛岡両銀行の雫石支店閉鎖とともに営業が止まった。以降８０年余、
雫石には酒造業はない。されど往時の雫石人の心意気を今に伝える“裸参り”は実に頼もしい。

☆あとがき……今月も＜年会費の一部でも還元を＞と８ページに。歴史講座ぜひご来場を！(Ｓ）
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