淡路草

かいせつ

七上

神戸女子大学 教授・新見

貫次

淡路四草中のののの 「「「「淡路草」」」」
淡路島で江戸時代の郷土誌として、いわゆる淡路四草「淡路常磐草」「淡路草」「堅
磐草」「味地草」がある。これらはそれぞれ特色があるが一番手頃なのが「淡路草」で
ある。著者仲野安雄の自序のある享保十五年 （一七三〇）に著わされた 「淡路常磐草」
は簡にして要を得ているが、淡路各地のすこし詳しいことを知ろうとすると、もの足り
ない。著書小西友直とその子錦江二代にわたる膨大な「味地草」は安政四年（一八五七）
に完成しているが、これは詳し過ぎる。この両者の中間に「淡路草」と「竪磐草」があ
る。「堅磐草」は著者渡辺月石が出したもので、天保三年（一八三二）に藤井彰民の序
文が ある。内容に は珍奇な記 事、奇怪な物 語が多い。 これ
にくらべると「淡路草」は平凡な叙述であるが充実した書物である。この「淡路草」は
藤井容信とその子彰民二代にわたる労作で文政八年（一八二五）完成している。「淡路
常磐草」より約百年後の著述である。「常磐草」では図が二つしかなかったのに、古城
址の鳥瞰図、金石文の挿絵や古文書も豊富に掲載されている。ことに銅鐸になると「味
地草」より詳しい。淡路人形芝居に関しても他の書物をはるかにしのいでいる。淡路国
風俗間状の答のあるのも 「淡路草」だけである。
「淡路草」は大正の初年淡路新開に連載されたことがある。昭和六年北中電蔵によっ
て謄写印刷されたがこれも残っているものが少ない。なお「淡路草異本」なるものがあ
るが著者も不明である。「堅磐草」は数少ないものであり、それについでこの「淡路草」

よ り抜粋）

も稀少価値をもっていた。さきに「堅磐草」が復刻せられ今回「淡路草」も同じく出版
され たことは、淡 路郷土史を 研兎するもの にとって大 きな喜びであ る。
（「淡路草」復刻版かいせつ
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一、国君の行邸は往古慈眼寺の門前 （今の十一屋某の屋敷也）にあり。築波戸も其東手に
あり。太田某始めて御番所に来れり。十人も其時に出来たり。御殿はなし。御奉行飛田
忠右衛門、加右衛門と二代相続せり。加右衛門の時行邸を今の地に移せり。国君御渡海
には右行邸の筋向へ中ノ町にて村長某へ入らせられしが、今の行邸に成って、後は是へ
御入なり。古波戸に御制札あるは、昔の形の残れる也。
一、下町は寛永中（注 1624
～ 1644
）飛田某奉行の時、町割あり。分一町迄下タ町、筋出来
の所、飛田某島原陣九州案内者に参りし故、町割止まり、終に分一町きりに成居りしに。
中古大火の時、怪我人有しゆえ、願ひて下町筋、網屋町に通せり。されど自分の普請故、
町筋狭き也。今も八幡祭礼に、神輿華表より直に下町筋を通るは、分一町迄下町の有し
形なり。
一、十軒屋の十人者居屋敷、昔は殿屋敷を云へり。
一、行邸西の浜かわを殿川をいう。是飛田某の時、箱樋をかけて用水とす。
一、西の方、念仏庵の左右は、往古の三昧也。古三昧或法華三昧とも云。行邸出来の後、
今の白木 （しらき）へ移す。飛田忠右衛門、加右衛門二世の一類のも有なり。
又、其上なる禿山にも、十人者二三家の葬地有て、古碑あり。福良御番手の始、森七郎
太夫の墓というあり。碑額に木瓜唐花の定紋あり。
福良駅
原田渓
烟 島
弁才天あり。村老曰く、福良城主冠者義久 勧請して祈願所とす。社僧神宮寺
又曰く、昔 平経盛 敦盛の骸 （むくろ）を爰にて烟とす。其後、寺あり。摩尼山紅蓮寺と
云へり。摩尼は島の形を取り、紅蓮は敦盛の法号なり。紅蓮寺の本尊観音、今は神宮寺に
安ず。安澄按ずるに、須磨寺敦盛の位牌に紅蓮居士とあり。
又一説には、熊谷、敦盛の首を此所に持来りめし、ともいう。
一、淡国通記云、福良烟島弁才天鎮座一曰、猟人入林中則大蠎 （うわばみ）出追之化現矣
人皆畏之又云、敦盛塚在福良浦口碑云、摂州一ノ谷落城熊谷直実は、平氏敦盛の首をば
大将義経に奉り、仁心の余り、如何にしても死骸を父公 （ちちぎみ）経盛の方へ送らば
やと支度しけれども、源氏の兵卒未だ退散あらざれば、夜陰竊 （ひそか）送舩を営み、
淡路の南浦の磯伝に （漕が）せける。熊谷が下知に任せて水主共漕行しに、釣舟の者は
風聞せしは、淡路の福良が浦にも平家の公達おわす由 （よし）ありしかば、父公経盛卿
は敦盛の行程 （ゆくえ）無覚束 （おぼつかなく）一門連枝の後に留滞して窺い待たれけ
る間、幾 （ほとん）ど往逢う程こそあれ。水主共死骸並び送状を捧 （ささげ）たるに、
父公落涙の下にも熊谷の仁情を感悦無限 （かぎりなし）。あれ饗 （もてなし）て給う殿
死屍のあざれて臭気揚れば

浦の僧を雇うて福良浦の烟島の無常

原とて、則ち返状礼酬ありしかば、水主帰帆しけり。されば別愁 （の）涙限り無しと云
えども、春暖の潮風

の烟と成したまえりとなん伝えり。須磨新黒谷にも石塔ありしかば、行舟旅客断腸せず
と云う事なし。落東新黒谷にも石塔ありしかば、遺骨は定めて黒谷にこそ送埋あるべき

淡路なる 福良の洲崎

浪の松原」

欤。屋島には塚塔も見えず。淡路の福良浦には今に到らで、塚頭並に菩提寺の礎石跡と
君に見せばや

て浦人唱え悲しめり。昔より浦人の伝唱せる和歌に
「哀れげに
是は平氏の公達、此浦に漂泊して、羇旅 （たび）の徒然 （つれづれ）によめりとなん。
評して曰く、信濃前司行長筆記に、敦盛の死骸を屋島に送りつる。文意は只大凡 （おお
よそ）而已 （のみ）記せりと見えたり。其の故は、一の谷落城の節は、仲春の疾風暴雨
の時分なれば、平氏の門族、漂泊流浪して方角を弁 （わきまえ）ず。漸く阿波路の浦々
に風に任せて浪に随い、思い思い此彼 （ここかしこ）に浮かれ着いて、其の後要害のよ
き処をとて、智謀の武士を遣わし、讃州屋島に構城ありしと聞こえたり。是より前には
大半は阿波の撫養、堂ノ浦辺に留宿して、源氏今にも寄せ来たらんと。群勢甲冑せしめ
勢揃えありし處を、冑ヶ嶽 （よろいがだけ）とて堂浦なる小山也ける。又小宰相の局入
水ありしも、此堂ノ浦の内鳴門也と伝えたり。淡路の浦々並阿波ノ浦山かけて平氏の士
平

今に到って浦人と成って、魚買え買えとて官柄に訇 （ののし）る如き昔

卒残り居て、其の党右の堂ノ浦より讃岐路伝い行く、道筋なる櫛木栗田と云う際に
氏の侍の残類
の余声こそ哀れげに落涙する事あり。されば淡路の福良浦洲崎の松原に月寒 （さ）え渡
り、小夜千鳥の音信 （おとづ）る夜半の折柄をば、東関に音高き美穂の松原奥津の景色
独 （ひと）り来つる 小夜千鳥

鳴く音 （ね）にまがふ

磯の松風」

にも、おさおさ劣るまじやは、実 （げ）にや。後鳥羽院隠岐御遷居の閑寂御詠に
「隠岐の海
と有りしを思い合せて哀れ也。
予敦盛塚に絶云、口碑に云、春秋之濛々たる雨夜には絶妙なる笛音幽 （かすか）に聞ゆ
る折もありとなん。是幽魂之名残、青葉の秘曲の余音ならめと覚えて、最 （い）と哀れ
也ける。此烟島の竹林に好音の出たる笛竹ありしを、主なき烟島なれば、今は伐り荒ら
し、只篠原の如くにして無下なりと云うも、おろか也けり。彼の塚の下壇に、所まだら
に石の見えなるは敦盛塚守の島の房跡たり。近頃の福良の漁家に巡りて彼の霊粮を乞た
る僧ありつると、古老伝え侍れり。平家の方より立て置れし香木の塔婆にや有りけん。
近世海童等拾い来たる爪木 （つまぎ）に、交ざりて炉中に薫郁 （こうばしきかおり）し
霊仏篇に云

たりしを、老翁共に吟味せしに、最早焼き尽くし残恨しつとなん。猶尋ぬべし。
一、又

烟島観音中世福良に泊する数十舩、風に阻まれて一月余船発する能わず。順風を待ちて、
其の声泣くが如し。忽ち海陸も自然に唱えて曰く、其の舟の中に烟島観音を偸 （ぬす）
む者、之有るによって発舩すること得ず。須 （すべか）らく、是早く本座に還着し奉る
べしと、其の時、偸人発露懺悔し、尊像を以て島上に安ずれば、則ち数十舩即日に帆を
懸け、皆千里を恣 （ほしいまま）にし、欸乃 （あなうた）相楽しめりと云う。之を評し
て云う。観音を念ずれば則ち風濤安定するを得る。経中に詳らかなり。予之を観想する
に、凡愚の三毒は強盛にして、東漂西泊して業海深広なるが故に、世間の風波を渡るこ
と能わず。況や、又生死の風波を凌ぎ、涅槃の彼岸に到るべけんや。是故に菩提菩薩、
彼をして懺悔消業せしむるものか。仏陀の善巧方便逆行、須からず行きて、皆蓋し卒然
ならざるや。
安澄按ずるに、洛陽新黒谷 （紫雲山 光明寺）にある敦盛の石碑、石面に空願璘荘とあ
り。熊谷の碑も亦同所にあり。経盛の返状は武州熊谷寺 （当寺領三十石）に伝蔵す。

洲崎

新 羅
鎮座年歴不詳、別当、万年山神宮寺、祢宜あり。

シラキ谷と云也。

）
1650

往古は蛇の鰭に続きけるが、天正中（注 1573
～ 1592
）地震の時切れたり。されど今に海
浅きなり。是を修補せば港中大いに静ならんという。此地に御番町、蛭児社あり。

八幡祠

文化十年 （

宮之坊 宥珍
当領主 山田吉助
二百三十七年

住路は
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一、華表の辺に福良浦、萩原作左衛門、伊勢参宮三十三度供養あり。慶安三年（注、

）
1630

）
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三月十六日と銘せり。
一、本殿棟札
慶長五年 （

寛永七年 （

住路甚助

石坂与一兵衛

当領主 西村伝兵衛
庄屋

一、当社古棟札に、慶長五年 （ 1600
）再葺 福良領主 山田吉助 森崎五郎右衛門 大工
添大工 藤原久左衛門 宮坊住持 権大僧都宥珍 と有り。
藤原吉久五郎左衛門

安澄案に、領主山田吉助は藤原家の臣欤。
）八月二日の字見えたり。其の左に道西禅定門、慶長四年 （
1621

）八月六日を
1599

一、境内より本社の処に登る傍らに、小輪高二尺許四ッあり。其の内権大僧都○○元和七
年（
ある。
各上に乾 の梵字を置けり。
一、淡国通記云く、福良浦に八幡宮有りて神境と為す。海山を含みて風の景色有るも之を
略す。
一、祭礼十一月十五日也。頭あり。五座、東座、西座、殿座、僧巫、巫 （みこ）座、是を
前日より境内に平張を打ち、竈を据え、椀家具を持ち運び、当日是迄頭せし人を請し饗
する也。浦人右五座の内定りあらん。村長二人は五座共に請待するゆえ、其の身は東座
西座につき、他へは代人を遣わす也。村長之請待の使いを遣わす事、七度半にして、村
長坐へ至る也。是古例也。東坐西坐の造用凡そ十金許も費ゆる也という。其の他も四五
金をついやすなり。殿坐は往古、飛田某を請待せる坐也。来年の頭は神事終わり、神体
宮中に入りし後、社僧神宮寺拝殿にて、一書を開き読み上げ、頭人の名を云う也。是は
前広に神宮寺村長役人と内談する也。殿坐は今名のみ残せり。
一、往古は当浦、鰯網、鯛網もなく、漁夫は思い思いに九州伊予などへ行り。産神祭礼も

八月十五日なれども、浦人多く他国に行て、留主に折なればとて、霜月にせしとぞ。
牛王 （ごう）殿
国君行邸の上に郷殿の墓所あり。松の森也。下に臣下十六人の墓あり。小さき五輪也。毎
年四月四日に祭る也。十軒屋、谷川町の者寄合講あり。此処、則ち八幡宮の旅所也。郷殿
逃げ来たり。百姓を見る。銭を与え人に語るな、と約す。後、約を変じて語れり。仍て、
癩病となれり。今其の子孫あり。
安澄按ずるに、此窮将を阿万にては、郷丹後守重朝と云えり。阿万河内の僧坊に隠れたり、
とは、河内谷に葛原山正福寺の廃跡あり。十二坊ありしと也。郷殿とは、中八木細川氏の
氏族梶原氏は、三好に属し、世に海賊たりしという。
一、当社は神宮寺の受寺也。社の傍らに五輪塔 （大一ッ、高二尺許、余は一尺より一尺五
寸）十石地蔵 （五輪よりも小さき也）三ッ、都合十三あるなり。其の製古雅也。四月四
日の字あり。
)

一、村老曰く、当社の傍らに古墳多し。天文年中（ 1532
～ 1555
）及び天正九年（ 1581
四月
七日●記せる小塔あり。天正九年に丹後守の石碑なりとも云う。高さ一尺許也。今も四
月七日を以て祭る也。
水 神 （みかみ）
浦の東の浜辺にて、小祠あり。岡像の神を祭る也。村老曰く、賀集山八幡の摂社、丹生明
神の旧知地也。故に此神、八幡に移りしより、此地、行宮を造り、祭日に爰まで神輿を遷
座する事、恒例なり。
檪 社
檪ノ木、明神と称す。社僧神宮寺
神宮寺
万年山と号す。八幡社の別当也。
一、鐘あり、銘に和光山神宮寺とあり。
慈眼寺

～ 765
）草創なる処なりとぞ。
757

二王楼門、回廊、中門などあり。本堂 （尊）十一面観音。往古、高野山の弘徳上人、鳴門
より迎え奉れる像なるとぞ。
一、当寺は淡路廃帝、天平宝字年中 （
一、薬師堂 本尊行基作
一、淡国通記霊仏篇に云う
十一面尊、昔年福良浦、福聚山慈眼寺の監司の僧、宿 （宥）智、霊夢を得たり。観世音光
を放ちて言う。我鳴門の上に在り。焉 （ここ）に天明 （よあけ）の頃、鳴門の磯にて、
則ち十一面尊像、厳然として石上に立つを見る。乃ち、宥智、拝念し抱え来りて供養す。
今の慈眼寺本堂の本尊、是也。蓋し聞く。高野山道範上人、仁治年中 （ 1240
～ 1243
）讃
州へ配流の時、暴風に阻まれて三日福良浦に滞宿して、懇ろに祈らば、則ち大悲感通し

て渡海を得矣。道範密師、鳴門の姫田に着きて旅宿す。其の処に腹痛憂悩の者、彼をし
て慈眼寺の本尊を参念せしむに、則ち、即日悩みを除き身を安ずと云う。
一、当寺什物東坡の筆、古文前集海棠の詩なり。唐紙にして竪一尺、横一間余の巻物に致
せり。文字行書、名軾の一字を記し印あり。奥に、

右の奥書あり。是は後水尾帝の皇子嵯峨法親王四
国御巡回の節、慈眼寺主宥弘師へ下れり。其後

御消息中、高檀紙竪目録の如くにかけ

寛政五年 （ 1793
）、今上皇帝の天覧に備へ奉れ
り。廣橋殿より御書付に云う、
廣橋殿
り
又諸太夫よりの賜る所の書、左の如く書けり。
奉書一枚横目録の如く
にして竪に四折也。
外に嵯峨法親王よりの
御書付紙にて封し印判
を押てあり。
右海棠詩石摺にせるのあり。
の如し。

又嵯峨御所より幕、御簾なども御寄進あり。諸太夫よりの御書
あり。左

報身寺

～
1648

）の棟附帳には見えず。寛文中 （
1652

～ 1673
）の
1661

淡国通記霊仏篇に云う。阿弥陀尊、福良智光山報身、寺本尊霊像也。又、運慶造像有り矣。
二像共時々瑞を示す。之略す。

真光寺
潮長山と号す。

重恩寺
南林山と号す。
安澄按ずるに、当寺慶安中 （
帳には見えたり。
一、当寺所蔵、屋字の木片
寛政四年 （ 1792
）七月二十七日の暴風に堂前の百日紅、其の根尺餘を残して吹き折られ
ければ、是を取除かんと、斧をもて片々に切断しけるに、幹 （しん）中に屋の字あり。
しかども其説を

杝 （きめ）にあらず、橒 （もく）にあらず。漆にて書付し如く、両片ともに左右の筆画
当寺衆評まちまちなり

此事早邦にも聞伝へて尾州の儒士岡田新川氏の著す東穂録といふ書に載せた

鮮にして、其痕深く、通撤するものに似たり
得ずと云
り。佐野某の記文あり。
淡路福 良重恩 寺有豐 痒 樹 高二丈 許是歳 七月 念七日 為風所 倒遂断 之中 有屋字 宛如人 工無
何余奉命就国阻風在此因得借観又一奇事也
壬子十月念五日 阿波 藤原之憲 識
洲府の医生故宇山某の説に此事大いに寺の福
なりといふ人、其故を問うときは、屋の字は
尸に従ひ、至にしたがふ。尸の至るは寺の福
（さいわ）ひにあらずや、といひし
も、一茶話に備ふべし。
沙石集に云う、
遠州の山寺に連養坊と云法師あり。前栽に柿
の木をうへて、年来愛しけるに、他界の弟子
の僧、
此木を伐て湯木にせんとわりて見るに、
文字の勢二寸許にて連養坊と文字あり。黒木
の如くにて、木の中にわれどもわれども、同
体にてありしと。
俗諺志に曰く、常陸の国、太田の里の宮造営
の時、杉の木を材用の為六尺に切、二つに割
ければ真の赤ミより一トくらい濃き色にて鹿
島大明神の文字居（すわ）れり。一方は右字、
一方は左字なり。右字は鹿島へ納、左字は彼宮に残せりと。

鶴島古塁
東西四丁、南北二丁程、東西南共に峻岸直立三十間程也。頂上平地七ヶ所、
南の隅、東西十八間南北十間、
東の方平丘三ヶ所。一は東西三十一間南北七間、一は東西五間南北二間、一は東西四間南
北二間也。
○西に二段あり。一は南北五間東西三間、一は南北七間東西十間。
○北に東西四間南北十間の平地あり。
○南の隅、本丸蹟なるべし。
○凡古城平地高きは直立三十間許、低きは十間許也。爰より吹上村田尻崎へ掛け●し九町
程也。
一、淡国通記人品篇に云う、
六條判官為義、誅伏の後、其の末子二人、跡を淡路国に潜ず。平氏漂泊して、賀茂冠者
義嗣、淡路冠者義久兄弟、抵昂自在と雖も、不幸にして城を平氏能登守教経に破らる。
惜しむべし。時運未だ熟さざりしか、はたまた天命なりしか。其の合戦の事績、平家物
語に詳し。蓋し聞く、其の子孫を百姓等、之を介保 （抱）して長く民間に混すと雖も、
猶、高志を墜せず、源家の祖廟を都志郷に建てて之を祭ると云う。又故老相伝う、多田
満仲及び源為義の遺廟有り、以後、年古り世異なり慶亡を慮い、八幡宮の神境に摂すと。
評して曰く、今福良の西山に城塁有り。蓋しこの兄弟の構営せいものか、亦、後人の築
す所か、按ずるに、安摩 （阿万）の六郎宗益は義嗣、義久に与力して、教経に追い立て
られ、摂州紀州に出奔せり。蓋し安摩 （阿万）と福良相隣す。故に六郎与力せしか、然
らば則ち、義嗣義久兄弟の構城也や。
一、和漢三才図絵に云う
能登守教経、元暦元年 （ 1184
）淡路に到り、源義嗣 （号加茂冠者為義子）を殺せり。義
久 （号淡路冠者為義末子）を虜す。
一、鎌倉実記に云う、
小松重盛、淡路の冠者に福良上樹の里百丁を賜う。大宮小蔵人実春は冠者義久の弟也。
其の弟、百太郎を実春の養子をす。此時、重春、百太郎を以て平教経に賜う。後一年余
を経て、百太郎を法師をし、義専坊と称し、讃岐密厳寺に在り。
一、安澄按ずるに、
鎌倉実記に、福浦上樹 （うえき）の里と云う事あり。今尋ねれども此名近村にて無し。
）まで六百三十余年に及べり。
1813

又、別者義久の後胤、後年福良城を修造して居けり。福良氏に改むという。賀集山古記
其余旧記に、福良氏の名見へたり。文化十年 （

一、明和中 （ 1764
～ 1772
）当浦に六人者とて召し出さる。其の中に植木某というあり。
（善兵衛）是上樹の里より出し人ならんや。猶後考すべし。
其略系図

一、淡国通記云う
教経力石三原郡福良浦鶴島の海畔に在り。口碑に云う、平氏、能登守教経の弓勢にて、
云々。

大石を射切し箭跡なりと。半石は磯に在り、半石は飛びて潮中に在り。教経福良に入り
て合戦は平家物語に見ゆ。蓋し其の時の遊事なり。将又虚なるかも。評して曰く
一、村老曰く、能登殿、射切りの石は、田尻の方よりいたる也と。
一、又曰く、宝暦の初年 （ 1751
）当浦の商人 （銭屋利総）古城の本丸にて、古き刀を堀出
せり。持ち帰るに、道より狂乱す。依って元の地に埋めしかば本快せり。以来、何にも
せよ、持ち帰る者無し。平丘毎に地中二三尺を掘れば、武器多くありとなり。
又、弦島の辺、白木という所に石を組み上げて箱の如くにせるをほりだせる事もありと
ぞ。
刈藻島
小島也。古名を王園 （ワウソノ）と云う也。昔、平家没落、安徳帝入水の前、此辺に漂せ
給いし時、此島へ上らせ給い、震慮をなくさめ給えりとぞ。古老の物語也。

一、竅路 （あなみち）は砥取と云う處に行道あり。人馬岩の中を往来す。三間四方許に開
け行く事十間程也。又、大刈藻と称する所もあり。
行者嶽
役氏堂あり。又、石像不動あり。又、嶽の南に海驢 （あしか）碆、猿戻り、長碆、ササゲ
谷 （一に佐々木谷に作る）など謂う所あり。
一、役氏木像也。六月七日縁日にて近郷より参詣するなり。
一、淡国通記云う
行者嶽、福良の境に致して、阿波の鳴門を伺う大険浪の上崖、石壁千尋の処を行者ヶ嶽
と云う。口碑に云う、役行者、船客の往来を憐れむが故、念呪して平地と為さんとして
祷れば、則ち阿波の二山、殆どまさに合せんとす。勇んでまさに謂うには、天地感得し、
数珠忽ち断じ、阿波分裂して旧の如し。其の按切りし所の数珠の一顆は飛んで小島と成
り飛島と曰く是也。且つ、其れ行者の笈置くる所を笈卸と曰く。其の痕、凹字の如く窪
む也。皇 （おおいなるかな）、聖者の遊歴行蹤、卒然ならず。或詰 （なじ）りて曰く、
此言妄説ならん、是を称すに足らず。予、曰く、唐の武宗の時、道士、禅師と神力を較
べて忽地 （たちまち）道士を折伏せし事跡、伝記に見えたり。乾坤を掌握するの手段、
何ぞ怪力を以て論ぜんやと。口碑に云う、蓋し上古、洪波其の声天地裂けるが如し、行
者念呪して後、浪声、定 （しずま）れり。今、亦雨気の浪声鳴き、則ち雷鳴の耳を襲う
に似たり。それ、之を争う者有らんか、汝は汝たり、我は我たり。若 （もし）神妙の不
測を論ずれば、冷斎夜話を按ずれるに、曰く、客舟湘水を渡る時、全く不動にして、種
々の物、水中に入れると雖も、奈何 （いかん）ともすることなし。又、金釜を沈むも不
動にして、乃ち滁州の西澗の詩を書きて沈めしに、則舟行きて忽ち通ず。其の詩三体詩
の絶句に見えたり。是冷斉夜話の全文に非ず。安記の文意を取りて書くのみ。文の上方
を伝うに寛恕されたし。此より之を観るに、念坐仏力何ぞ之を排遺せん。滁州西澗の詩
に云う
独憐幽草澗辺生 上有黄鸝深処鳴 春潮帯雨晩来急 野渡無人舟自横
日本和歌にも往々に是等の類意有る也。偏見小量を以て之を論ずべからず。予、想うに、
「野渡無人舟自横」の句に依り、河伯 （かわのかみ）、害を加うること為さず。将たそ
れ、愁絶の全句によってこれを放ちにしか、長文にて漏逗少なからず。咄 （さて）これ
これ什麼 （なんぞ）且 （しばら）く此事を置かん。賛して云々
一、役氏笈をおろせし石とて凹なるもの、行者堂の境内にあり。又、嶽の西芳、馬おろし、
と云う処あり。昔、佐々木四郎 （注、佐々木高綱）、馬を山上より向かいてあひませた
りと云う。
安澄曰く、嶽の西に、ささげ谷あり。佐々木四郎とあやまり違える也。馬おろしの名、
処々にあり。馬にても下らるべきと云いしより起けり。
一、又云う、行者嶽と潮﨑の鼻と吹上の浜の鼻と共にくい合いて出入無きなり。間も各三
十丁程を隔てたり。
鳴 門
鳴門の事、古今著聞集 （卷十二）本朝俗諺志渭津記、諸国奇跡考に出たり。

一、鳴門崎より中瀬迄、丁百三十間也。崎に段は倍あり。
一、鳴門の変容十四段の変わりあり。夥しきは干潮盛りに大南風の折なり。又、武文潮と
いっつあり。草加村丸山の芳へ走る潮也。秦武文の故事也。
おのが種とて なるものを 阿波の鳴門は

誰かいふらん』

一、俗説に云う、昔阿波の鳴門夥しく鳴けるに、和泉式部一首此歌をよむ。其の歌に云う。
『ゑのこ島
門

夫より再び鳴る事なしと。
一、鳴
維昔地湧而出焉謂之淡路其周五十里以外横於播阿之間其北曰岩屋南曰鳴門矣鳴門之為
言落際也在淡阿之間相対為門万頃之潮出入処也予文化戌辰張三月望呉一日測量之次至此
地得観其勝夫高山絶而為門者所謂鳴門也其東崖淡路戸崎西阿波姥崎也相隔財可十八丁西
崖悉奇石巉然其間有暗嶕嶕之西曰大鳴門東曰小鳴戸又西南奇石独立而蒙草木者飛苫也此
撰

日潮最大之極也故其退盛則万頃之潮至大小鳴門奔流隠々如雷声直当飛苫而西南矣蓋天下
伊能敬慎

一笑

三千風

淡路飛田氏

景狂人

田子の村君と云事あり。村君とは福良にて網を持る者をいう也。又

至険之地也世人称之鳴門鳴呼有故哉
一、三千風の紀行に
自書に福良にて飛田某に逢える事有と云。
平地に通ふ 旅鵆 （たびちどり）』

『鳴門時雨 （しぐ）れて 浮世の松は 風のなし』
『鳴門をや
蛇ノヒレ
此地は昔、洲崎まで続けり。享保中 （ 1716
～ 1736
）の地震に切れたりと云う。又、此地に
大いなる鱧ありて主なるゆえ、魚を放つと謂えども是を食うという。
馬宿ノ谷
喜助谷と云う處の小名なり。

）
1629

村老曰く、往古は此谷まで入海にて、官道は山手を伝いて馬宿の谷中を西へ越えて、今の
新道より舩に乗りて渡海せる也。
石地蔵小堂

）、讃州香西浦より出現すという。
1736

古碑二ッあり。安永中（ 1772
～ 1781
）人多く参詣せる事あり。一ッの碑には寛永六年（
四月の字あり。一ッは銘見えず皆墓印なり。
念仏堂
阿弥陀像あり。元文辰年 （
鳰 池

浦老曰く、正徳の頃 （ 1711
～ 1716
）此池の堤の辺より、おおいなる古鏃 （やじり）を掘り
出せり。昔、源平の時、熊谷能登守教経、鶴島城を攻るときの矢の根ならん、と評せり。
地蔵石
自然石にて地蔵の像に似たり。

年越碆
浦老曰く、昔阿州撫養の漁人、此碆に舟を乗あげ、爰にて越年し元日に至り、潮満ちて舟
浮かぶ事を得て帰れり。其故の名なりとぞ。
猩々碆
昔、猩々出現すという。
禅海庵
中ノ谷にあり。享保中 （ 1716
～ 1736
）片田北村国清庵の勝算師再創せる也。此僧常に小舟
に乗りて鳴門を越えて、津井阿那賀の浜に往来す。風雨をいとわず、蒼海逆浪の日にも師
勝算
浪の逆まく 世にや出なん」

静倚晴窓鳴門前 顛倒妄縁何日歇 又移杖笠洛東浜

見馴し阿波の 鳴門なる
同
夢をまた 都の松の 音やつぐらん」

此地より八幡村境立石迄十九町

社僧神宮寺

「幾年か 鳴門の浪の

師銘頻臻鳴門郷托風狂漢守経房着衣喫飯効曽解自笑不方眠玉牀

承命住寳蔵

「聞なれし

結茅海浜已多年

辞鳴門庵赴京師

の乗れる舟は和天の如くありしとなり。後京師に趣く時の詩歌あり。

御制札
・蛭児祠
・伊勢宮
・三昧
・柳川庵
・波戸
・永見谷池

天神小祠あり

石像を安ず

・庚申供養碑
・地藏堂
・天神山

滑谷 奥堂谷 セチキ谷等の小谷あり

・住吉社
・岩川
・山神ノ松 三ヶ所にあり
・荒神小祠
・荒神ノ森
・地蔵堂
・一本松
・原田池
・原田川
・山神
・二本松

・金比羅祠
・澳ノ碆
・射切岩
・屏風碆
・烏帽子碆
・納涼ノ松
・万年碆
・広石
地 名

大石也

・新道

・札立

ササギ谷にあり

・柿ノ木谷

・ホウヅキ谷

・永見谷 （池あり）
・シダラ
・小助谷
・玉造リ谷

・法師谷
・藤ヶ谷

・竹ヶ谷

・メガツキ

・西谷

・葛原

・大助谷

・六右衛門谷

・立石

・石ヶ谷
・水神谷
・藤井
・男谷

・酒ヶ丸谷

・坂本

・ヲノ浦谷

・

・シラキ谷

・サルマサ

・吹オロシ

・摺鉢谷

・壇谷
・砥取 （トツトリ）

・笹谷

・盗谷

・舩屋ノ谷

・貝谷

・二ッ腰

・岡原

・添江谷

・原田

・大江谷

・長谷

・小松谷 （小谷東ノ谷細小谷中ノ谷カルト谷水呑アリ）
・作助谷

・ヱビノ谷
・後生谷

・仏ヶ谷

・ヘヒリ坂

・田桑ノ谷

・アラタ

・幸 （サイ）堂谷

・柳ノ浦

・薬師谷

・楊桃 （ヤマモモ）谷
・隅ノ谷
・口ツヅキ

・西畠
・清水谷
・奥ツヅキ
・鳰

・岩ヶ谷

・真谷
・コツケノ鼻

・釈迦ヶ谷 （昔釈迦堂アリ）
・禿山

・中ノ谷

・アリノ木谷

・納涼谷（スズミノ松アリ）・ロフグリ谷
真奥谷
・弥次郎谷
一、踊之古例
当浦盆踊の式、厳重也。東組西組の二ッある也。
一人也）

数人有）

・大老 （若者の長也
・高老 （其次也
・中老 （高老の次 数人なり）
・年行司 （中老の次）
・若者 （数限りなし）

毎年前髪以上の者を帳に載せ、使いを遣わし、踊中間へ入らしむる。承引せざれば、黒
消とて帳面の名に墨を引なり。黒消に遇へる者の両親家族は、盆三日踊り場へ来る事を
禁ず。
もし忍び来れば、年行司なる者、是を引き出し、耻を与うなり。故に大方は仲間入をす
る也。稀に順言を以てはぶき貰うもある。若者の内、盆後に来年の年、行司を三人定む。
今年の年行司は高老となる也。大老妻帯などする時は、高老に譲るなり。
其時、無分別箱と云う物を次の大老へ譲る。
箱には踊初めたる頃よりの掟書、其外諸事を記せる大巻物あり。是を所持せざれば大老
をいわず。

盆後、来年の行司より当年行司並大老高老を饗応し、行司に受取渡と云う事あるなり。
其席にて仲間に罪を言い立て、大老大老脇より命じて、高老などをも押し込み隠居など
にし、若者に仲間を除き、其以下黒けし也。又、拠無き子細ありて、暇を乞うもあるあ
り。
盆前十日許より踊屋とて東西に空き屋二軒を借り、若者寄合なり。去年盆前より当盆前
迄の亡者を尋帳に記し、其家々へ戒名を書き出さしむ。何れも戒名に布施銀を添えて踊
屋へ出す也。其布施にて踊場造用の足りとすなり。戒名は音頭坐家根の上に高燈籠を點
じ、此燈籠の回りに記す。音頭座の前に太鼓三ッあり。其前に張り子にて製せる五輪を
飾る。新亡者に施主来たり焼香す。浦中五ヶ寺の住持、村長両人の内記すれば、五輪の
外に姓名戒名を記せる卒塔婆を建て、回向する也。大老に当職にて死たる時、五輪の正
面名号の所へ
大老の名戒名を記する也。五輪の前にて踊る也。若者は晒し黒羽織、中老は羽織なし。
晒しに中の字を染め込みたるを着す。中は一二三以下の幼女晒にて踊るなり。又、一二
三以下の男児は長刀踊りとて長刀を持ちて踊る也。総回りは化踊とて、色々の浴衣或る
は帷子を着して覆面して踊るなり。年行司三人は前・中・後にあり。高き花笠を着し采
配を持ち踊りを進め、邪魔に成る者、退る人、年行司は貧窮人は能わず。故に十五日に
至り急に加わりと称し申し付ける事もあり。是は物入り無き也。三夜ともに暁頃より高
老以上大老迄、花やかなる装束にて、傘或るいは菅笠様々の物を持ち、踊場より慈眼寺
見通しまで踊り行き、東西より右の通りにして慈眼寺の見通しにて行合う。日の出を限
りをして、引き太鼓を打て双方退散す。踊法式の大概斯の如し。他より見れば論ずるに
も足らぬ事なれども、諸霊を慰するの状は古雅に近く、踊りの古意に能く叶えりという
べし。
一、当浦御番手には元和元年（ 1615
）、森七郎太夫、その後太田金右ヱ門、寛永九年（ 1632
）
より飛田忠右ヱ門、その子加右衛門、その子為右ヱ門と相続、享保の頃まで勤め、享保
十年 （ 1725
）より輪番となれり。又、当浦十人者の先祖は元和元年 （ 1615
）御当家当御
国御拝領の時、此地にて筋目御政之上、御召し抱えあり。則御番手にて森七郎太夫、徳
島より来り居ける時也と云う。七郎太夫は元和元年に来り、同八年戌二月二日没、福良
兀山に葬る。その略系図
藤原姓
甚五兵ヱ村冬
甚太夫

森志摩守村春
同

長左ヱ門 （大阪戦功之人 子孫在須本）

新頭

同 七郎太夫

一、当浦太子屋某（名 与三右ヱ門）なる者、徴宗皇帝の筆、白羽鷹の画を持ち伝う。帝自
ら賛せるなり。
一、同十一屋某（名 佐兵衛）弘法大師の筆跡也とて、冨士是三国第一山と記せるを持ち伝
う。
安澄按ずるに、同物なると。安乎下村熊岡某（名 徳次郎）も所持すと云う。是は甲州よ
り富士山へ登る口の額文也。再写なる者ならん欤
一、同玉造り谷の住某 （名 夫兵衛）洲本城主脇坂氏より拝領也とて古き鑵子を持ち伝う。

是は先祖脇坂中将の乳母なりしが、予州へ国替えの時、病気にて足たたず、従う事能わ
ず。置き土産之とて下され由、中に贅 （こぶ）の如き物有って、惣体中は鮫形なり。表
にて梅の模様あり。蓋は木なり。其先祖は旧田尻に住し、彼の乳母たりし婦人はの叔母
と称せる由、玉造り谷を藤ヶ谷ともいう也。
又、真奥と云う所に住する某 （名 直七）古き鑵子と壺を持ち伝う。鑵子は只、銀色也。
壺は鳴門にて唐舩の落せるを拾いし由にて、雨の降る前に潤う也。尤も、某が祖父の徳
之丞なる者、鳴門脇鳥取と云う所に住し、此地に移れる事也と云う。 （徳之丞子は直助
と云う）
一、又、十人者森崎某 （名 次郎右ヱ門）古き釜を持ち伝う。桔梗を三つ並べ附けたり。
一、当浦井筒屋某（名 与左ヱ門）その先祖、諸左ヱ門なる者、豊後国にてよき漁場を見立
て漁業し、戎浦というを開基せり。其浦段々繁盛す。則ち佐伯城の領分にて城主毛利某
（名 市三郎）感じて、戎浦漁業の長たるべき旨、直判の免許状を賜れり。後に諸左ヱ門
は福良に帰り、親族の者をして戎浦の漁業を成さしむ。今、其者より三代相続也。其子
孫、安永の初年（ 1772
）福良に来たりて御証文を写し帰り、佐伯の役所へ指し上げたり。
本書は今に諸左ヱ門方のに所持也。
一、浦人に武士の末多く、渡部氏・矢野氏・萩原氏などを内称する家多し。寺の鬼簿など
には其氏を用ゆ
一、当浦に太子屋某（名 土左ヱ門）と云うあり。此家の持仏阿弥陀の像、長三尺許ありて
其先祖平瀬十右ヱ門、朝鮮陣の時、彼地より持ち帰れりと云う。いかさま俗家の物とは
見えず。先年太子屋住所網屋町大火の時、西風励しく此家危うかりしを北風に急に更（か
わ）り、一軒残りしは此仏の霊瑞也といい伝う。太子屋今は紺屋を業とす。
一、平瀬十右衛門は旧泉州境の商人にて後、国君の御先祖に仕え奉り、朝鮮御陣のお供し、
其後播州竜野より阿州御入国の時、御供せる二十六人の内なるよし、故有って浪人し、
商人と成る。渭津に住し後、当浦に来て住するの由、四五代以前までは旧記をも持ち伝
えしとて、今に其写しなるものあり。又、徳府にも同氏の士あり。高をも賜り定紋同じ
き也。
一、浦の西、念仏庵の境内に此庵開基の道心者某。日本回国して納経を入れ置る祠は、東
照宮を勧請すとて毎年四月十六七の日は近隣より参詣す。浦中へ達せる事には非ず。神
体と思しき物は古き幣のみ見ゆ。道心者の神君の祠を建しは一奇と云うべし。
一、納屋町村上某 （昌庵と称す）が家は、昔四宮加賀守嫡孫四宮善左ヱ門宗虎なる者、浪
人にて此地に閑居し立ちたる也。宗虎男子無し。女甥阿州撫養里浦村上助之丞に其家を
譲り、則某迄相続せる也。四宮が系図は宗虎の嫡女甥渡部小兵衛へ伝わり、今小兵衛が
子孫奈良屋某 （佐太郎と称す）持ち伝う。
系図巻物抜粋
藤原姓紋鎌添穀●元祖諏訪明神天正中後醍醐帝論旨尊氏印章消失

一、当浦十一屋某 （名 太郎兵衛）先祖桐原形部は、志知松本の城主加藤氏の家老也しが、
彼家国替えの時浪人し、当国に残り福良に住し、一村の大家にて村長を勤む。慶長五年
（ 1600
）関ヶ原一乱の時、破壊の城を修復せんとて、福良より石を積回すべき旨頼公よ
り命あり。形部、是を引き延ばせしかば、其咎とて当浦中山なる八幡境の立石の傍にて、
磔罪せらる。間も無く、飛脚来たりて関東御利運に成りしかば、形部を助けよとの命下
りしかども、早絶命の後也。残念の事也。此磔罪せる印に今の立石を建てしという。其
子伝右衛門相続し村長を勤む。
国君江戸表へ御往来の砌は、御逗留あり。未御領分にて無き故、御渡口に御手舩も無く、
伝右衛門が手舩に御召あり故に、御書を賜れり。今に伝来す。其後、森崎氏に改め住路
某と両人村長なりしが、伝右衛門後に村長を厭い、聟 （むこ）養子半左衛門へ譲り、其
身は浦人と成り、森崎の氏もなのらず。舩印の丸に十一有るを取り十一屋と云いし。其
れ故を以て、半左衛門が子孫某（名 文左ヱ門）、近年故ありて村長を召し放されけれど
も、其家永く諸役を除き、御城内拝謁其侭 （まま）免許あるは伝右ヱ門が由緒あるゆえ
也。
桐原伝右衛門は今の国君阿州而己領分の時、彼の御地高崎村にて五十石賜り、弟某を遣
わせり。後に石高召し上げられ、商人と成る。錫屋といえり。
当家に太閤秀吉公の諸一通及び古書二三通を持ち伝う。其写し、左の如し。
又、国君御先代よりの御書二通あり。恐れ多きゆえ、写し漏らしぬ多しは桐原伝右衛門
あて也。

按に、旧記云う、天正九年（ 1581
）六月二五日、
太閤姫路を立ち、因州に至る。鳥取には毛利輝
元より吉川式部少輔隆久、森下出羽入道道興、
中村対馬守春次等を篭置り、数日十月下旬迄、
攻囲みければ、城中兵粮尽き死に及ければ、大
将三人切腹して、城中の男女を助けんとの願に
依って是を赦し、城を受取り、宮部善祥方に五
万石を賜い入り置きけり。同月南条勘兵衛が居
城伯州●●の城主鴨左衛門尉が岩倉の城を吉川
駿河守元春多勢にて攻めると聞こえければ、彼
の地に赴き兵粮を篭め、玉薬弓矢並びに鉄砲の
歩立三百人は合力有りて、敵攻来とも必戦う事
なかれと下知して、霜月十一日姫路へ帰陣し、
同十五日淡州由良へ渡海云々。

義興の書写
此書は、新田義興のよし云う伝う
按澄按に、大内義興なるべし。

金屏風一双あり。小栗宋丹筆。繋隆一二枚。精明無二也。
又、茶釜一つ、高さ一尺四寸、色薄黄土、粗なり。四百年来の物也という。

一、当浦の長、岡田某、先祖は住道某という。岡田は重恩寺の後も地名にて、後に改めし
）の年号あり。其奥書、
1597

也。此家に古書一巻あり。劔槍印可の図也。人物など竹葉の書体の如く画けり。初めの
方損亡し、元禄六年 （
左の如し。

天真正伝は、劔槍流儀の名なり。武芸小伝に見ゆ。
岡田某は、古き家にて、村長も再勤也。定紋の徳府
の士、岩田某に貰えるなり。

一、当浦に飛田某の臣、某 （名は吉次）あり。唐仏金像の大日を持ち伝う。長一寸五分許
（名は言次）
○同大仏屋某 （名は嘉作）探幽斎真画達磨の像を持ち伝う。
○同十軒屋住某 （名 源四郎）祐天和尚真筆名号を所持す。小軸也。
楊柳観音画像一軸賢岩

）甲戌六月二十八日云々
1574

○同某（名 助左衛門）馬郎婦観音画像石摺にて、中華普陀山藏板
の筆なるを所持す。
○同田村某の家に八臂十一面観音像なり。定覚作也。
○同飛松某、日下部氏系図を所持す。其書云う。天正二年 （
関東四民、橋本・外田・伊藤・上田
同西郡四民、松田・河村・井田・波多野
共々日下部之末裔也。本国備前也。
○同桶師某、加藤清正の書を伝来せるよし。

○同稲田太夫の臣、飛松某は、昔太夫始めて当浦へ来れる時の旅宿にて、座敷など今に稲
田家より営むなり。昔当浦は、多くは漁人也。故に旅宿乏しかりしとぞ。
○天野屋某、スランガステインとて、紅毛国虵 （へび）の頭より出たる物を所持す。旧住
者の社家某より得たりという。

