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町教委と当史談会の共催事業である郷土史教室（２６年度第２回）を、
晩秋の気配が漂う１１月５日(水)に西山地区で実施しました。この教室
は毎年秋に町内四地区を順に回って行っています。
この日参加したのは１９人の町民で、うち当会会員が６名でした。
≪岩手山信仰の道 芸能と伝説の里西山地区を訪ねて≫ と銘打った今回
の歴史教室のあらましをご紹介します。
✿
「岩手山信仰の道」とは雫石町長山の頭無
野に鎮座する岩手山神社遥拝所を目指した
「参詣道」のことで、よく知られているの
は国道４６号(旧秋田街道)仁佐瀬の通称「追
分」から分岐する長山街道です。かつて岩
手山神社を崇敬した南部藩の藩主が同社に
参詣する際の道でした。この道は多忙な藩
主に代わって参詣する重臣たちや神官等も
通ったことから＜代参道＞とも呼ばれまし
た。
町内西山地区には、この道のほかに岩手
山神社を目指す参詣道が数条ありました。
これは庶民が＜お山懸(が)け＞などで参拝
崩落前の大鳥居の写真見つかる！
するために通る道でした。
下長山小学校東側の参詣道に崩れた
現在も面影を残すのが、長山七区の稲荷
石の大鳥居があるのをご存じの方も多
山（早坂大神宮）脇から長山地区公葬地前
いと思います。実はこの鳥居は地元小
松部落の篤信者が岩手山神社に寄進し
を通り、現在の宮田醤油、太子食品工場前、
たものでした。そして、このたびの教
極楽野公民館前を通って岩手山神社に至る
室の事前調査で、崩落前の写真（上）
るルートであり、もう一本は雫石町晴山地
も見つかりました。詳しいことは本紙
区（コンビニ・サンクス付近）から雇用促
２ページをご覧ください。
進住宅（現定住促進住宅）の横を通って、
下長山小学校東側をまっすぐ北上し、花工房、弘法桜を経由して川井林業工場前から極楽
野集落を通り、岩手山神社に至るルートです。
今回の探訪コース

街道松植えた西山地区の先達漆原喜右衛門が建てた碑を見る
今回の西山地区を巡る郷土史教室では、先ず、仁佐瀬にある長山街道分かれから入り、
そこから 1.2 ㎞ほど先の街道沿いに建つ西山村の漆原喜右衛門が建立した「街道松と越前
堰」の碑を見ました。仁佐瀬追分の町教委が建てた説明案内板に「西山地区の年貢米を盛
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岡に運ぶ道であった長山街道に西山村の農民漆原喜右衛門が松並木を植えた。
」という記述
があります。長山街道は秋田街道に比べればそう広い道ではなく両側にススキなど草が生
い茂り、農作業用の作馬道も多数交差していたことから道に迷う人が多かったようです。
これを憂えた喜右衛門が嘉永年間（1848～1853）に道筋の指標となる並木松（片側）を植
えました。喜右衛門は、明和９(1769）年に長山街道分岐の
道標を建立した西山村小林又右衛門の分家の人であり、弘化
3(1846)年には村肝入を務めています。
長 長山方面の岩手山麓に源を発する用水路「越前堰・尾入
堰」が長山街道と交差する所に漆原喜右衛門が建立した五
角柱の石碑（左写真）があります。正面に「南無阿弥陀佛」
と彫られ、右側面には嘉永７(1854)年の日付で並木松を片
側に植えたこと、左側面には翌年の安政２年の日付で尾入
堰（越前堰支線の西堰）が乾の方角に端を発していること
を刻んでいます。現在の国道４６号仁佐瀬交差点に建つ道標は広く知られていますが、こ
の漆原喜右衛門の碑は案外知られていません。ぜひ一度ご覧ください。

後年、喜右衛門の功績讃えて「住宅」贈った西山村議会
喜右衛門が並木を植えて８０年が経過した大正 15（1926）年に、西山村ではこの並木を
伐採して村内の橋梁等の補修費に充てていますが、その際西山村議会は、当時凋落し住居
が定まらなかった漆原家に対して住家一棟を贈ってその功績を讃える決議を行っています。

崩れた大鳥居、参詣道の「一王子権現」との関わりは？
町立下長山小学校東側の道路脇に、崩れたままの石の
大鳥居があります。脇の道が岩手山神社への参詣道（神
山道）であることから、この鳥居も関係するものと考え
られています。
（左の写真）
地元の古老であった故土樋裕之助氏（史談会元会員で
郷土史研究の大先輩・平成 23 年没・９９歳）が著わした
資料＜よしゃれ茶屋・土樋の堀＞に次のような記述があ
ります。
――この神山道が小松部落の東端で、ちょうど盛岡街道（関注；西根地区～石仏橋
～土樋～小松～黒沢川～中沼～七ツ森～仁佐瀬）と交差する辻の辺りに、昔一ノ王子権
現堂という小さなお堂が祀ってあり…――
「一ノ王子権現」とは信仰の山の参詣道が“神域”に入る場所にあって最初の清め払い
の祈祷を行う場所に祀られている権現様のことです。やはり岩手山神社がある滝沢市の
柳沢口の柳沢地域に「一王子」という商店名とバス停留所名が残っています。
今回の郷土史教室のための調査で、この大鳥居は大正８(1919)年に地元の篤信者が建
立し岩手山神社に寄進したものであることが判明しました。昭和４０年頃に鳥居周辺の
圃場整備に合わせて参詣道の拡幅が必要となったが、当時の鳥居の高さではトラックな
どの大型車両がくぐれないことから、新しい道路は鳥居から２、３メートル程東側にず
らして造られたということです。この土地の所有者であり私費で鳥居を建立し、岩手山
神社に寄進した篤信者の曽孫である長山小松行政区の葉上恒さん(６７歳）は「この鳥
居の前方に小さな御堂があったと聞いている」と話してくださいました。この通りだと
すると、鳥居前の御堂は前出の故土樋裕之助氏の遺した資料に出てくる「一ノ王子権現
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堂」である可能性が高いと思われます。興味深い証言です。
なお、町教委刊行の「雫石の石碑」（上野孝二郎執筆）の９Ｐ「西山地区石碑一覧」に
「一王子大権現【寛政５(1793)年・小松太神宮境内・堂守庄左エ門】」の記載があります。
太神宮（柿木大神宮）の鳥居前の由来碑にも同じ記載がありますが事前調査の際に立ち
寄ってみた時にはそれらしき碑は確認できませんでした。

鳥居は平成３年夏までは健在だった！
葉上さんは、鳥居に刻まれた建立年月日、建立者名、石工の名前などを克明に記録し
ており、これらは今後貴重な資料となりそうです。
さらに、鳥居の崩落については「忘れもしない、あの平成３年９月 28 日の台風 19 号・
別名＜リンゴ台風＞の時の強風によって倒れたのです。幸いちょうど一年前に家族が写
真を撮っていましたので、今でも往時を偲ぶことができます。」と語り、平成２年９月
に撮ったというカラー写真を見せてくれました。それが前ページの写真です。今となっ
てはこれも貴重なものとなりました。

「岩手山信仰の道」のうち、
「晴山～小松～七ツ田～岩手山神社」のルート図については、
平成 25 年 1 月発行の当会会報第 19 号に掲載されている丸山塁氏の寄稿文と地図を参照し
てください。
（当会ホームページでも見ることができます。）
◆
「岩手山信仰の道」に関しては、長山街道「花工房」前に
ある町指定天然記念物「七ツ田の弘法桜」の根元付近にたた
ずむ三基の石碑（右の写真）を見てもらいました。このうち
二つが庚申塔で、それぞれ寛政 13(1801)年、文化 13(1816)
年に建立されたもので、残り一基が安永 4(1775)年に庚申と
併せて道標として建立されたものです。碑面には「右岩手山
道」、
「左岩井花道」と刻まれており、当時弘法桜のすぐ北側を岩手山参詣道が通り、ここ
で「岩井花集落」への道と分岐していたことを物語っています。
教室一行は次に岩手山神社（遥拝所）を訪ね、遥拝所の概要や２年前に町の天然記念物
に指定された「夫婦杉」を見学しました。

神社の由緒、概要等は省略します。

＜芸能の里＞
今回の歴史教室のタイトル＜芸能と伝説の里西山地区を訪ねて＞のうち「芸能」につい
ては、二人の女性のお墓を訪ねました。
✿
一人目は、川母（かっぱ）の「とらさん」という女性です。この人のお墓は陽和郷集落
の南側、小松行政区の東方にある長山地区の公葬地の中にあります。
江戸時代の文化年間(1804～）に土樋の堀の近くに住んでいた「とらさん」は、幼少のこ
ろから唄も踊りも上手く、親に買ってもらった三味線を弾く評判の娘でした。18 歳の時に
婿を迎えて親とともに葛根田川近くの字名・川母渕に家を建てて分家したことから、こう
呼ばれたとのこと。その後も唄や踊りにますます磨きがかかります。〽よしゃれ茶屋のか
かあ～…という唄い出しはおとらさんが創り出したものといわれます。
彼女はまた、親切で、人の面倒見がよく、気が利き、みんなから大層慕われたそうです。
その土樋とらさんは、明治 23 年 2 月、86 歳の天寿を全うして亡くなりました。大きな墓
石には、古参妓月善女、と墓碑銘が刻まれています。確かにその戒名は如何に彼女が芸妓
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に優れた生涯だったかを如実に表しています。 〔『よしゃれ茶屋』・土樋 裕之助著より 〕
✿
二人目の女性は、正調雫石よしゃれ普及の功労者「おえちさん」です。
町内西根にある共同墓地の一角に その おえちさん のお墓があります。
おえちさんは、明治から昭和初期にかけてよしゃれ踊りの普及に貢献した人として当時
名を馳せた一人です。
――当時長山に村上松太郎という芸人がいた。松太郎には多くの弟子があった。その中
で、西寄内のおえち、三十郎のおとく、小屋敷のおきくの三人は身のこなし、手ぶり足さ
ばきなど衆に優れており、三羽烏の異名さえあったほどであった。三人のうち西寄内のお
えちは、葛根田の長五郎に嫁いで、昭和７年他界するまで、部落の人はもとより、その遠
近の人々に松太郎直伝の秘曲とでもいうべき唄や踊りを伝授した。葛根田部落に現在なお、
正調よしゃれが伝わっているというのは、こうした由緒によるものである。
おえちは踊りの師匠とされているが、踊りばかりではなく唄も衆に抜きん出ていて、そ
の美声は有名であった。西根の墓地に立つ自然石の大きな墓碑に刻まれている戒名は
「鵑聲妙感信女」の六文字の諡名(おくりな)がこれを物語るものである。現地の墓碑に
は昭和７年５月２０日享年６６歳とあり、前記の戒名のほか 桜田 えち と刻まれてい
る。――
〔雫石の郷土芸能… 雫石町教育委員会より〕

◆西山地区の「芸能」をもう一つ、「篠川原剣舞」
篠川原剣舞供養塔

（しのかわらけんばい くようとう）

写真上；供養塔
写真右；篠川原剣舞の踊り
（絵は故新里久作さん）

〔太鼓を中心に唐団扇(とじわ)、綾などの柄物を持って激しく踊る〕

ジェラートで有名な＜松ぼっくり＞がある地域、行政区では「五区」
、字名では篠川原
（しのかわら・通称しなから)集落の人々によって古くから踊り継がれてきた芸能です。
✿
剣舞(けんばい)は、仏に対する供養回向のために始められたものであることは今更言う
までもないところで、至る所に伝承されてきたが、終戦を契機としてこれを存続させるた
めの諸条件が極めて悪く、町内数カ所にあったものも皆、解散の憂き目にあいました。篠
川原剣舞は、なんとか解散の危機を乗り越えて再生を図り、昭和 48 年 2 月、雫石町無形
文化財の指定を受けて、その時点においては町内唯一の剣舞として貴重な存在でしたが、
残念ながら現在は途絶えており、集落の中ほどに数基残る＜剣舞供養塔＞がわずかに往時
の華やかさを偲ばせています。
4

最後に……
雫石の代表的な芸能

西山といえば、「よしゃれ」がその代名詞

雫石よしゃれの起源

天正年間、南部信直が三戸の居城から南下して、不来方（こずかた・盛岡の古い呼び
名）を足場に四隣を征服して勢力の拡大を図ろうとして、雫石城も攻略目標の一つにさ
れたが、城の守りは固く、容易に手に入れることができなかった。
南部方は城に引き入れている水脈を絶つことを戦術、すなわち枯渇戦術を計画し、密
かに隠密を使わしてその水源地を探索させた。隠密は葛根田川沿いの地域を探し歩き、
やがて一軒の茶屋を怪しいとにらみ、―――ここにいる女を手なづけて水源地の秘密を
暴こうと女に言い寄ったが、使命感に燃える茶屋の女は、その手に乗ってこなかった。
そしてある日の朝、隠密が「茶屋の嬶、いつもの花染めのタスキが今朝は肩に掛って
いないので気にかかる。
」と言えば、茶屋の女は「よしゃれ（よしなさい）、おかしゃれ
（おかしいですよ）
、その手は食わぬ。その手食うような野暮じゃありませんよ！」と言
葉を返して肘鉄砲を食わせた。 ――というのが、よしゃれの起源と言われている。

本来、よしゃれ踊りは座敷踊りとして一番から七番までの踊り形式を伝統的に保持して
きたもので、地域社会においては太平洋戦争の戦前頃までは、社交儀礼のひとつとして稽古を
し、老若男女を問わず踊ったもので、酒宴の席には欠かすことのできない一つの風物詩だった。
とくに婚礼をはじめとする祝いの席では紋付に白足袋の踊り手が次々に出てくるという格式を
持った格調高い芸能として伝承されてきた。
今から１４０年ほど前の明治の初め、上長山の林の沢集落の屋号「普請場」の家に村上松太
郎という芸達者な男がいた。三味線を弾き、踊りが上手で障子を伏せておいて、その上で踊っ
て紙を破らなかった、と言われるほどの芸達者だった。正調よしゃれと曲節と踊り方の創案的
役割を果たしたことは間違いないといわれる重要な人物として敬意を表したい。本紙で前に出
てきた踊りの名手「おえち」
（桜田えちさん）たちの師匠である。
こうした来歴が評価され、町教委と県教委の申請により昭和３９年第四回全日本民謡指導者
講習会で全国普及新曲１４の一つに選定され、権威ある位置づけがなされた。
さらに、昭和４５年の岩手国体開会式直前のマスゲームで南部よしゃれが選ばれて踊られた。
発祥の地雫石の婦人会員３００人が、紺の股引(ももひき)に紺がすりの野良着、手甲に編笠の
野趣あふれる服装で、広い県営陸上競技場も狭しと踊りまくった情景は５万人の大観衆と踊り
手が一体となって融け合った感動の場面として語り草になっている。当時中央の国体関係者か
らは「国体史上に残るマスゲームだった」と評価されたという。
国体での集団演技化については一部から強い反対があったが、これを断行したことにより、
「伝統芸能が畳から地上に降りて、さらに評価が高まった。
」ということは今では否定できな
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できない事実となっている。

〔文・絵とも「雫石の郷土芸能」から〕
※なお、文章は一部組み換えています。

＜伝説の部＞では「長山の夫婦石」と篠崎の地名発祥「勇将篠崎八郎の碑」を探訪
上記二つは田村麻呂伝説で共通しており、「大宮神社」も田村麻呂将軍創建であること
から、これら三つをあわせて紹介します。

長山の夫婦石（めおといし）
町内長山にある県営屋内温水プールの東側の林の中に、黒褐色の大きな石が二つ寄り添
うように並んでいる。これが長山の夫婦石である。かつての地割字名では「長山第４８地
割字夫婦石」である。通称「アルペン道路」の沿線で、七ツ田の「弘法桜」と「岩手中央
森林組合製材工場」のほぼ中間点に位置する。かつては岩手山への参詣道からも見える位
置にあり、通行の人々の目印にもなっていたものと思われる。
この夫婦石には悲恋の伝説がり、雫石町史Ⅰに次のように掲載されている。
✿
大字長山高八卦部落の奥地に大小二つの大きな石が立っています。大昔田村麻呂将軍が
岩手山の賊退治に来た時、家来の好丸をここに残して住民の指導にあたらせました。若い
好丸はさびしかったのでしょう、部落の少女と懇ろになりました。数年後好丸は将軍の命
によって都に帰らなければならなくなりました。二人は部落の奥に入って泣き別れしてい
るうちに石になってしまいました。この石を夫婦石と云って、この地の字名となりました。
✿
この石については江戸時代の文献「雫石通 細見路方記 上」（平成 10 年雫石町教育委
員会が「心のふるさと」第 11 集として新たに発刊）に次のように取り上げられている。
＜長山の夫婦石＞

市中の北 長山の東 黒石野の内に 夫婦石と言う
むつましき 中にも咲くや 鬼あざみ

二つ並びし大石あり
嵐戸

篠崎の「山祇（やまつみ）神社」境内の＜勇将・篠崎八郎の碑＞
雫石町の西根地区の最北端に位置する集落が「篠崎」である。東北電力の葛根田第二発電
所（水力）があり、昭和 55 年雫石スキー場が立地している。
この篠崎の西北方に山祇神社〔山神社〕が鎮座しており、
その境内に＜篠崎八郎＞の碑がある。巨大な五角柱の自然石
である。碑の後方に樹齢 200 年近い桂の古木が立っている。
篠崎八郎は、征夷大将軍坂上田村麻呂が活躍していた平安
時代の延暦年間（801 年～）に田村麻呂の腹心の一人として
同行し陸奥国に来ていた人とされる。
（東京都江戸川区に「篠崎村→篠崎町」があり、八郎はそこ
の出身とも伝えられる。
）
田村麻呂と篠崎八郎の伝説
岩手山信仰の縁起は坂上田村麻呂に始まる。 すなわち延暦
二十年（801）田村麻呂が蝦夷征討の功成って当地に三神を
勧請し、国土の守護神となしたことが創始と伝えられる。 雫石口新山堂の伝承では、坂上
田村麻呂が鬼ヶ城にこもる鬼賊を平鎮した際、麓のマタギで巨人の篠木五郎・篠崎八郎の
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二人が八尺の鉈を振るいながら先立案内し、そのゆかりによって田村将軍は雫石口新山堂
創建したという。 また、田村将軍はこの霊山において祭事を行ったとか、山頂に田村将軍
の尊霊を祀って田村権現と称したなどともいう。

小説に登場する「篠崎八郎」
この話は、地元篠崎（神社の向かいの家）の出身で東京在住の山本重孝氏の著書

「野火――篠崎八郎と坂上田村麻呂――」

にまとめられている。

著者のふるさと、岩手県雫石町には、坂上田村麻呂の部下と記された篠崎八郎の
石碑が立っている。そこでその篠崎八郎の活躍した時代を調べ、朝廷の蝦夷侵略を
記していく。また、それに対抗する蝦夷のアテルイ一族の活躍を描き、岩手出身の著
者ならではの現地ことばを語り、戦いの現場が生き生きと描かれていく。
また、戦い終了後の蝦夷融和策、稲作の奨励をも記し、８００年頃の歴史がリアル
に甦ってくる。
この小説は町立図書館にあります。貸し出し可能の本ですのでお手にとってご覧ください。

田村麻呂創建と伝えられる西根「大宮神社」
延暦（782～805）の昔、霧隠山（岩手山）に籠る大猛丸討伐のため軍を進めた田村麻
呂将軍は滴石の地に入り大宮の地まで来たが、岩手山方面
は霧がかかって見えず、やむなくこの地に大休止をした。
将軍は 岩清水の観音様 に戦勝を祈願し、やがて霧が晴れ
たので軍を進め大猛丸を討伐することができた。帰陣後
大宮の地に滴石総鎮守として大きな社を建立した。
これが大宮神社である。
右の絵は「田村麻呂」の想像図。
坂上田村麻呂（758～811）は平安時代の武人で２
代目の征夷大将軍。801 年東北の蝦夷征討のため遠征
して成功を収める。蝦夷の族長胆沢の阿弖流為（あて
るい）らの降伏を容れる。延暦 22（803）年志波城を
造営した。

＜ほかに郷土史教室で回った場所＞

駒木野
篠崎から南下すると大きく平野部が広がる「駒木野（こまぎの）地区」に至る。その名
のとおり、藩政時代以前から馬の放牧地であったと思われる。
ここは明治維新時に、盛岡藩士たちが入植した開拓地としても名が知られている。
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＜士族の帰農＞
明治２(1869)年６月、明治維新により南部利恭（としゆき・南部１５代藩主）の白石転封に
際し、家臣の中から大勢の解雇者が出た。その後若干の復職者も出たが、大部分の者は失業し
転職を余儀なくされた。これら離職者への転職指導や授産によって、困窮を救助することが為
政上の大きな課題となり、政府に請うて開拓資金の下付を受け、荒地や原野を開墾して帰農さ
せる政策が打ち出された。
与えられる原野は、村方出身の所与力や中使等陪臣の者には村内の原野が与えられているが、
村に何のゆかりもない下級藩士、藩卒には場所を指定して集団入植を募集している。入植の場
所として岩手郡内では、駒木野（雫石町西根）、寄木平（松尾村）
、山後谷地（大更町）
、籬野

（雫石町安庭）等である。駒木野、寄木平では明治３年５月から始められているが、籬野
は翌４年からの開拓であった。希望者には建家を貸与し、開墾費用として高一石当たり金
五両を支給するという内容で５５０戸の入植者が募集された。駒木野には 99 軒が入植した。
＜およそ１００戸で開拓がスタート＞
駒木野は、初めて順調に開拓が進んだ所で、明治 5 年には網張温泉の開発にも乗り出し、
さらに子弟の教育機関として仁恵学校も設置されている。入植者は県の記録では９９戸と
あるが、統治の記録では経農指導者として西根村矢幅新兵衛次男生堀新之助を加えて 101
戸とある。明治５年には分家、その他で 104 戸に増加している。
（中略）
しかし、開拓事業の成績は思わしくなく、明治１１年８月までに耕地を捨て、北海道に
渡り屯田兵となる者、または盛岡に出て他に職を求める者等の数が１９名にも上った。さ
らに、土地を隣人に預けて「西南の役」に参加して鹿児島に行く者や、巡査となり北海道
や青森、東京、あるいは盛岡や釜石に寄留する者１８名、合わせて３７名が駒木野を離れ
ている。残る者は県に開拓地の免除期間延期を願い出るなどして事業を継続したが、成果
を上げることができず、明治 11 年の末ごろから開拓を断念し、土地を二束三文に手離し
て他に職を求め転居する者が続出した。
＜数戸は今なお地元に残る＞
入植者は、前身が「同心」であることから筆も立ち、開拓事業が順調な時には地域の指
導的立場にあった。しかし、不振になり離村する者が多くなるにつれて、指導的立場を離
れ地域と一体となったもので、入植以来今日まで居を構えている家はわずか数戸を数える
のみである。
〔以上、雫石町史Ⅰより〕

※巷間知られているのは「豊間根家」、「東根家」であり、
わかば幼稚園創設者の「宮家」である。

入植者の方々の墓地が、現在も同地に残っている。同所の上駒木野地域公
民館（町道西根線Ｙ字路付近）の西方およそ２５０ｍの松、雑木林の中にあ
る。時間の経過で、今では草むらの中に３、４基の墓石が残っている程度に
なった。ただ、今でもお墓によってはお盆にお線香、供物が供えられている
という。
「盛岡藩士桑田」が法人格を持たないため、墓地は、土地管理者の
「（株）盛岡桑田」である。地元のＮＰОが草刈りなどの作業を行っている。
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駒木野神社
駒木野開拓地は明治維新の大変革によって禄か
ら離れた南部藩士百人が入植した藩兵の開拓地で
あった。入植者は民心の安定と生活の安定を祈願
して南部家からお厨子入鞘堂を添えて贈られた豊
受大神の御神体を氏神として開拓地の一画に神殿
を造営して祭祀を行った。
しかし、開拓の業は悪条件が重なり、数年にし
てこの地を離れて四散した。この時、御神体と他
の一切を上西根の豪農中村治惣氏に預かった。中
村氏ははじめ自宅に安置したが、後に雫石神社
（たんたん）にお御堂のまま遷座した。
以来、九十年間雫石神社の神殿に間借りの形で鎮座した。終戦後駒木野に開拓のため入
植した人々は十年余で葛根田川からのかんがい水利権の獲得によって開田も進み、生活も
安定した昭和３７(1962)年、神社創建の意識が期せずして起こり、昭和３８年１１月１日、
神殿、神楽殿が完成し、御神体を雫石神社から遷座をした。
（雫石の寺社より）

≪学校教育に先駆けた駒木野開拓者たち≫
駒木野にあった＜仁恵学校＞。明治５年の学制発布と同時に駒木野の開拓者たちは「仁
恵学校」なるものをつくった。国の学校制度が始まったものの、就学に要する経済負担が
大きかったことから実際の開校は進みませんでした。しかし、子弟の教育を熱望する開拓
者（旧藩士）たちは、篤志家の支援による「無月謝」の仁恵学校制度を活用して“仁恵学
校”を開学させました。翌明治６年、この仁恵学校から学校制度に基づく「駒木野学校」
への移管が行われて、ようやく雫石第一号の小学校が誕生したのでした。
明治 5 年 3 月、太政官布告をもって学制が公布された。国民皆学の方向性を示す近
代社会の教育宣言であった。
雫石十カ村は人口 600 人を基準にして 7 つの小学区が設けられた。こうして旧来の
寺小屋は廃止され、行政指導によって小学校が設立されることになった。
明治６年、雫石十カ村における学校創立の第一歩は、駒木野(西根)、籬(御明神)の
開拓地に、明治 5 年の学制によらずに設けられていた仁恵学校の学制移管から始めら
れた。こうして新たに発足した学校が駒木野学校(西根一番小学校・現西根小学校)と、
籬学校(御明神一番小学校・これをもとに矢川学校が開かれ、安庭小学校となる)があ
る。両校は月額 6 円の教育補助があったため容易に学制に沿うことができたが、寺小
小屋教育だけで十分過ぎると考えている農民には新教育制度が理解される訳もなく、
また、米などの現物謝礼程度で済んだものが、受益者負担の原則によって、小学校は
村民の寄附と授業料によって維持されることになったため学校の創設は容易に進まず、
同年 8 月瀬川義賢の出願による繋小学校が創られただけで一年が過ぎた。
翌 7 年にようやく私塾のあった雫石、上野、長山に学校が創設され、合わせて 6 校
となった。
仁恵学校…学制発布当時、受益者負担の原則に対応できずに就学できない庶民の子弟も多数
いた。彼らのために「無月謝・給資」を原則に有志の醵金によって開校した学校を「貧民子
弟ノ自活シ難キモノヲ入学セシメン為ニ設ク、其費用ハ富者ノ寄進金ヲ以テス、是専ラ仁恵
ノ心ヨリ組立ルモノナリ」として「貧人小学」あるいは「仁恵学校」と呼んだ
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石仏（いしぼとけ）橋
雫石町の町道西根線の葛根田川に架かる永久橋である。雫石及び長山地区の高前田と大字
西根地区を結ぶ要衝である。西根方面から渡橋して２００ｍほどの所で、長山土樋方面から
流れてくる「田堰川」
（⇒やがて「大水川」になる）に架かる小さな橋を渡る。この付近が
複雑な五差路になっている。橋を渡ってす
ぐ左に行けば長山の字土樋へ、右に行けば
長山の字川母渕（かっぱぶち）に入る。橋
から少し進んでやや左に入ると柿木大神宮、
そして下長山小学校への道となる。ここは
現在は狭い道だが、かつては西根と長山の
集落間を結ぶ主要な道であったと思われる。
最も幅の広い町道西根線は緩やかに右カ
ーブして長山及び雫石地区の字高前田に向
かう。およそ７００メートル先で国道４６
号の柿木交差点に出る。
石仏橋は、大正１２年に初代の橋が架けられた。もちろん木橋である。西山村では、こ
の後昭和２年に矢筈橋(やはずばし)と高橋(たかばし)、同４年に岩座橋(がんざばし)を架
けている。西根と長山を結ぶことは、ひいて
は盛岡につながることになり、村としても相
次ぐ架橋は大きな決断であったと思われる。
✿
ところで、この石仏橋の名前の由来だが、
特に資料は見当たらない。ただ、この橋の左
岸、つまり長山川母渕側の丘が雑木林になっ
ていて、その中に古い石碑が一基立っていて、
この存在が気になる。これが町内で最も古い
石碑とされている延宝８(1676)年の「奉供養
庚申」の塔であり、今から３３８年前の石碑
である。
石仏橋の名は、おそらくこの石碑の存在か
らきているのではないかと思われる。
今でも折にふれ、近くの方が碑の前に花を
手向けたり、お茶に代えてジュース類などを
供えてくださっているという。信仰心の篤い
方である。
庚申…昔の習俗として月待、庚申待と云って夜通し眠らず話をしたり、物を食べた
りして夜を明かす習俗があった。
「マチ」とは日本の古語で、最初の意味はおそばに
いること、すなわち神と共に夜を明かすことだったと柳田国男先生は云っている。
道教では人間の体内に三匹の虫がいて庚申の夜、眠っている間に抜け出して天帝の
許に上って、その人の罪や過ちを告げ、命をとらせるから、その夜は身を慎み過ご
さなければならない、という教えがある。

✿ ＜西山地区の歴史教室＞

特集（１～１０Ｐ）は以上です。
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7 月２５日

第１９回滴石・北浦史談会交歓会

ことしで１９回目となる北浦史談会との交歓会を７月２５日(金)に町立中央公民館
で開催しました。参加者は北浦史談会が市教委２名を加えて１７名、当会が会員１９
名、町教委２名、さらにゲストとして参加した地元の民謡歌手坂本トシ子さんを加え
２２名。合計３９人が年に一度の交流を楽しみました。
交歓会は、午前中の「史跡探訪」
、午後は「研究事例発表」と「懇親会」の三部構成で
行われ、史跡探訪では盛岡市内旧川原町（現南大通り・明治橋近く）の円光寺や大慈寺、
鉈屋町界隈の旧大迫街道（遠野街道）沿いの町家を訪ねました。
円光寺には第 37 代内閣総理大臣の米内光政（よないみつまさ＝盛岡市出身）、また、近
くの大慈寺には第 19 代内閣総理大臣原 敬(はら たかし)の墓所があり、とくに北浦史談会
のみなさんはこんなに近接して二人の総理大臣の墓があ
ることに驚いていました。
また、現役で地域住民に使われている「大慈清水や青
龍水」などの湧水では懐かしそうに水を柄杓で汲んで口
に含み「冷たくておいしい！」と喜んでいました。
この界隈は、北浦史談会員ばかりでなく、当会会員で
も初めて訪れる人も多く、盛岡市のボランティアガイド
の案内を受けながら、境内や墓碑などを興味深そうに見
て回りながら、みなさん「とてもいい所を見られて良か
った。」と満足そうでした。
＜大慈寺：原敬の墓＞
参加者は最後に大慈寺近くの「酒蔵あさ開」の直販店で岩手の地酒などのお土産をたく
さん買い求めていました。昼食は滝沢村大釜の「初駒」でおそばをいただきました。

研究事例発表

共通テーマ「峠を越えた芸能の交流」

昼食後、町中央公民館に戻り、大会議室での研究事例発表を行いました。
今回のテーマは共通で「峠を越えた芸能の交流」
。古くから国見峠越えで交流があった秋
田の北浦地方と旧南部の雫石。秋田街道での往来は人馬ばかりでなく経済・文化、そして
芸能面でも盛んな交流が行われてきました。今回の交歓会ではこうした芸能面の交流がい
つ頃から、誰によってどのように続いてきたのか両史談会２名の発表者が語りました。

「北浦の田植え踊り」
発表者；北浦史談会

副会長

草薙

俊一

さん

（要旨）
北浦の田植え踊りは平成９年６月３日に仙北市の無形文化財に指定〔指定名称；生保内
田植え踊り〕されている。この踊りの起源と伝承の概要を、文化財指定申請書の内容によ
り紹介する。今から約 800 年前、平将門一族の落武者の一部が田沢湖湖畔及び玉川に土着。
農耕生活の中で歌い踊られ始めたのがこの田植え踊りであり唄であると伝えられる。
一説には、これが天保年間に発祥の地といわれる石神部落に伝えられ、現在に至ってい
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るとされるが、もうひとつ、南部雫石から入ってきたという説があるので紹介する。
嘉永元(1848)年頃南部より、砥石や干魚の行商人で（俗称）伊セノ沢という男がこの唄
踊りが巧みで、あれこれ組み合わせてほぼ完成に近い踊りを、明治 9 年に雫石より中生保
内の善五郎家に嫁いできていたマンという人に伝え、これを娘のキネ(石神 千葉太郎エ
門に輿入れ)が伝承し、キネの長女おトク(田口彦六に輿入れ)に伝え、それを辰造（兵右
エ門父）の妻おモト（生家千葉茂吉 現朝男宅）と
田口アサノ（田口甚吉妻・現晶英氏祖母）に教え、
当時の芸人の田口重郎（宿に婿入り 難波）の唄で
昭和の初期から郡外に出て舞台で踊るようになり、
これを受け継いだ千葉兵右エ門（平成 4 年 3 月没
85 歳）の太鼓に田口織之助妻キヨノ（平成 2 年 10
月没 70 歳）の唄と三味線、佐川今逸（昭和 60 年 5
月没 84 歳）の横笛により今日の形が出来上がった
ものである。
発祥は上記のように二説あるが、いずれが正しいかいまだ確定できないでいる。しかし、
昔の田植え作業の所作をそのまま踊りに組み込んで残っている芸能はこの踊りが県内唯一
である。
――この生保内田植え踊りの伝承経緯の説明を補強するために草薙氏は当日、
「秋田魁新聞」のコピーを会場で配布された。その紙面の一部も紹介します。――
国見峠を隔てた岩手県雫石町には 300 年の伝統を持つ「葛根田田植え踊り」が伝わっている。
葛根田田植え踊りは伴奏・衣装が華やかで、素朴な生保内田植え踊りと異なるイメージがある。
一方で唄の歌詞では「それ、苗」を意味すると思われる「ソレナヤーエ」の部分はそっくりだ。
「新田沢湖町史」には『南部から伝わった田植え踊り唄が酒席で歌われ、これに合わせて余興
として飛び出した田植えの仕草が踊りとなり、今日の田植え踊りの原形が生まれた。
』と記して
いる。秋田の民謡を研究している県生涯学習センターの麻生正秋副主幹は『葛根田田植え踊り
の一番華やかな部分の唄を伝え、踊りは覚えていたものを自分なりにアレンジして披露したの
かもしれない。
』雫石の芸能を生保内に根付かせた田口マンさん（雫石町出身）の存在は大きい。

滴石史談会からの発表者

関

敬一

副会長は――

「遊行、牛方たちによって峠を越した芸能や民謡」と題して、元大曲市長 故最上源
之助氏著の「仙岩峠―歴史と文化― 民謡の交流」の記事をもとに、秋田県の数々の芸能や民
謡について、独自の知見や他の資料を用いて岩手（南部）との関わりを検証しました。
この資料は当日の出席者に配られており、当日欠席者にも今号の会報とともに配布します。
したがって、今号では紙面の都合上もあり掲載を省きます。なにとぞご了承ください。

第三部の「懇親会」、民謡の生唄で大いに盛り上がる
研究発表に続いて行われた第三部の交流会（懇親会）では、両史談会会長のあいさつに続い
て仙北市教育委員長安部哲男氏、雫石町社会教育課長高橋芳美氏から祝辞をいただきました。
会食懇談では、ゲストの民謡歌手坂本トシ子さん（雫石町下町東）が秋田と岩手の民謡の数々
を披露し北浦史談会のみなさんからも大変喜んでいただきました。坂本さん（旧姓赤渕）は、生
保内に嫁いだ田口マン(旧姓杉村)さんの夫熊一さん（戊辰戦争従軍記の著者）の父親の系譜に連
なる方で、この日はマンさんの曾孫の方(仙北市議)とも対面し、さっそく再会を約していました。
あとがき……会報第 31 号をお届けします。11 月 5 日の西山地区郷土史教室（町教委と共催）の特集
です。西山地区は史跡も史料等も多く当日の資料は 36 ページに上りました。当日参加できなかった
会員の皆様にもせめてその一部だけでもお届けしたいという思いで何とか本紙 10 ページに収めまし
た。参考になれば幸いです。喜んでいただいた北浦史談会との交歓会、来年は第 20 回です。
（Ｓ）
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