安政四年 （（（（１８５７））））
小西友直 その子錦江

福良浦 （参照図 福良市坊方図）
道範紀行に六日にも至れば国府 （中八木なり）を立て三里福良の泊に着けり 此所に西風烈しくして三
日滞留よりより雪のふぶきすさましく吹いりて海土の笘屋の仮まくら衾にあけて又暮れければ
沖沖沖沖つつつつ風風風風ふくらの浦浦浦浦にににに日数経てならはぬ波波波波にぬるゝ袖哉
行先もももも我故郷にあらなくにこゝを旅旅旅旅とはなに急急急急くらん

艮より坤 に続き長十 町餘

乾より 巽へ幅二 町

兎角して神仏に懇祈すれば其しるしにや浪風をさまり十日に福良が浦より船にのりて阿波の鳴門を渡り撫
養佐井田にいたる海路三里程島〃の入江入江景気に心をたのしむ事かきりなし下略
此浦相隣村には
阿那賀浦 （鳴門崎より原田の奥雷盆谷の勇に 至る長四十町）
伊加利村 （雷盆谷の勇 より原田の北酒丸谷の勇に 至る長六町）
奥河内村 （酒丸の勇 より永見谷の奥シダラ谷の勇に 至る長十六町程）
飯山寺村 （永見谷の谷頭に屬く事一町程）
八幡村 （永正谷の奥札立の勇 より立石の南大助谷の勇に 至る長十三町程）
鍛冶屋村 （大油谷の勇 より長谷の奥佐助助谷の勇に 至る長五町餘）

市 坊家数七百 許

塩屋村 （ 中の谷の勇 より胯の海の北柳が浦の勇に 至る長三町許）
阿那賀浦境は鳴門岬勇 通を以て定む

許 西に十軒家あり 東に新道あり 家居相続けり 市坊大低二筋 山手にあるを上は町と 玄海浜にあ
るを下夕町と云其次 第左の如し
上町一丁目 （北に真光寺あり）
同二丁目 （橋あり薬師谷清水谷下流に架）
網屋町 （橋あり原田川の下流に架）
備前町
中ノ丁 （北に重恩寺報身寺あり）
戎町 （御制札慈眼寺我詞あり）
住吉町 分一町 網屋町
谷川町 （谷川町の西は波戸也支丁に柳川あり）
以上各上へ町なり
下町一丁目
同二丁目 （橋あり）
納屋丁 （橋あり）
備前町 中ノ丁 戎町 住吉町 分一町 網屋町
已上各下町也
新道 （市坊の東にあり長二町餘商屋つヾく此間に八幡神社神宮寺住吉社等あり）
十軒家 （波戸の西にして町二町餘家居つヾく其西に御船舎念仏堂あり）
行邸 （波戸の上丘にあり御殿社は裏手にあり）
国君の行邸住吉は御奉行屋敷と称し今の慈眼寺門前戎丁にあり 延宝年中今の地へ移転す 此時の関司飛
田氏某 （忠右衛門嘉右衛門二代相つヾく）政令を執行ふ 国君の阿波に通行せし時は浦長岡田氏の宅へ御
入ありて御茶屋と称し修造も時々加えられしが後行邸御殿を造営し也 依て戎丁の旧邸は十一屋某 （太郎
兵衛と称す）其時里正の職たりし故宮所所の命を蒙りて通銀二百匁を以恩寵し則中ノ丁北側の宅なり 其

ホツソク

官券も彼家に伝持する 古波戸制札場の此家の近傍にありしは昔行邸のここにありし時の形猶存せる也
下町濫觴 寛永中津吏飛田氏命を受け下町割を指揮して分一町まで成
此時肥前島原の兵乱起り飛田氏は九州の地理弁用の人にして発向の命を蒙り 起程の装ひを尋ねし終に島
原の騒乱も静謐して発向も止り町割は分一町切に中絶して有ける
然るに中世網屋町の列軒火失して其後願を経て下町筋を網屋町に通し谷川町水道まで通徴す
昔分一町まで下町の在し遺風に今八幡神会の特華表より神輿出御して上へ町通をとふり郷殿にてのりと申
後還御は網屋町と分一町の小路より下町へ廻り下町通りを宮まで還御する也
分一町海浜に長十四五間許の小波戸あり 此地は諸魚を集め市をなす所にして市場の波戸とも呼
波戸の行詰に一筋の横小路あり 昔は郷殿敷と云 今番卒の住地にして俗呼んで十軒家或は十人者とも云
行邸の西に川筋あり殿川と云 昔飛田氏某在勤の時用水の為箱桶を架爰に通水す 此故に殿川と呼也
往古の波戸は原田川の末備前町下町とも東角の川岸に遺跡あり 古波戸と云 今の波戸は市坊の西端にあ
り
新波戸と呼 海上の里数は左に記す
撫養岡崎 （三里）阿那賀 （二里）紀州和歌山 （十三里）大阪 （三十里）由良 （八里）沼島 （二里半）
鳴門 （一里十六町）洲本 （九里半陸路五里十九町二十二間）八幡立石 （十九町）湊 （八十五町）
地高九百九石八斗三升九合 （天保五年甲牛十二月改正）

ムママド

ムママド

内一石一斗一升六合此畝数田五畝十七歩 貞享二年田牒の表にて引賜はる
一石八斗三升 山下見晴大夫拝領
三石 小高取 仁左衛門岡田拝領
家数九百七十八軒

福良駅

洲崎の西にあり相距る事二十

延喜式に云所は常磐草に見ゆ 今按耳潟の上の南に東駅宿 西駅宿の谷あり 是往古の駅家の趾なるべ
し

原田渓

観音をも安置せる事古跡考に見えたり

幽谷の水巽に流れて納屋町備前町の間より海に入是を原田川を云

烟烟烟烟 島島島島 （参照図 洲崎及煙島）
円島にして或は宝珠島とも云

間許 此地直立十間程 周廻一町程畝数七畝十歩 御林の地にして此内一畝許は社殿の地なり 宗像の神
社あり 俗称弁才天と云 社僧神宮寺にして官所の神社集に著明なり 東向に石華表あり （正徳元年五月
所造）
石灯炉二基 （元禄十一年正月所造） 拝殿 （二間に二間半瓦葺） 本社 （檜皮葺東向少寅による） 頂上
の広方五間許 本社の南小石祠あり 是無官大夫敦盛の石碑也と
或云福良城主冠者義久弁才天を勧請して祈願所とす 又云平経盛敦盛の遺骨を此島に於て烟とす 仍て烟
島と号く 後菩提所を営して摩尼山紅蓮寺と号く（摩尼は島の宝珠を像 紅蓮は敦盛の法号） 又云 紅蓮
寺の本尊は今の神宮寺に安すと也 今紅蓮寺廃亡の年歴素捜するに詳ならず 按に洛陽新黒谷紫雲山光明
寺に敦盛の碑あり 石面に書して云 空顔璘荘とあり 熊谷の碑も同所にあり 経盛の返状は武州熊谷寺

（当寺の領三十石）に珍蔵す
雨雨雨雨しふく若葉青葉やけふり島島島島

洲洲洲洲 崎崎崎崎

蝶菅

～ 1592
）中地震の時切れたり されど今改訂浅くして是を修補せば港
1573

新羅巽の海中にあり 乾より巽に至て長三町餘 艮より坤に至て幅一町許 往昔は蛇の鰭につヾき（塩
屋村に属す）けるが天正年（注
大に静かならんと云
蛭児祠 島中の乾にあり 坤向拝殿石の鳥井等あり 神境の畝数六間に四間 租税を免除せいむるの地也

ゴバンシヲ

官所の神社集に著明にして社僧神宮寺
津守廳 蛭児祠の乾にあり
シラギ

新羅谷谷谷谷
船屋の谷坤並にして巽向なり 福良市坊より阿那賀に距るに十軒家御船舎の浜を経て此谷に至る 西の
峠を登りて鳰の出夫より北の谷を登る也

八幡社 （参照図 八幡社地之図）
新道丘の上にあり 神境の畝数六反七畝二十歩 此内一反七畝社殿の地にして租税を免除せしむるの地
又五反二十歩は御林にして諸樹周廻に繁茂すれども採伐せぬと也 社領高若干 前記に見えたり石華表は
街道にあり 石灯篭二基 （華表の左右に）
門守舎 （石壇の上に在）
天神祠本社 （二間三間）
拝殿 （三間に五間門守舎の西）
鐘楼 （拝殿の坤にあり享保二十年九月二十八日鋳）鐘銘に和光山神宮寺の児見えたり
本社 （南向檜皮葺）
若宮 （本社の東）
神輿舎 （本社の西）
当社は一浦の崇神にして鎮座の時代詳ならず 官所の神社集にも見えたり例祭霜月十五日別当神宮寺住吉
社 （神境東の円丘にあり巳向拝殿あり）
本社再葺慶長五年の上棟牘に云 当領主福良領主山田吉介殿 森崎五郎左右衛門 並年寄大工藤原吉久五
郎左右衛門 添大工藤原久左右衛門 宮坊住持権少僧都宥珍 とあり
山田氏は藤堂家の臣と云
又寛永七年再興 棟札に宮の坊宥賢 当領主西村伝兵衛殿 石坂与一兵衛殿 庄屋住路甚助並年寄ともあ
り
住路氏は此浦の里正にして世々連続す古碑鳥井の浜にあり 銘に云 伊勢三宮三十三度慶安三年三月十六
日施主福良浦萩原作左右衛門とあり高六尺許 又神境より本社に登の傍に小五輪塔あり 権大僧都元和七
年八月二日の字見えたり 其左方に道西禅定門慶長四年八月六日の字見へたり
本社祭礼往古は八月十五日に営むの恒例也しが漁夫の生業に他邦に従事多して其障によりて中世十一月十
五日を用ふ 此日の祭礼古式あり 頭人五座に分つ 所謂 東座 西座 殿座 巫座 是也
祭礼前日より神境に五座を設け是迄頭せし人々を請待し饗す 五座に席定ありて里正の両輩は五座共に請

待す故に其身は東座西座に着外四座へは名代を出席さす也 里正請待の使其座毎より七度半に及び来るは
古例なり
五座の中にも東西の二座雑費凡十金其餘三座の費も四五金と云 殿座と尊称する其故は古津吏飛田氏在勤
の時請待せし故斯号ヽと也 其後の津吏は交代になりて請待も停止して
今其名のみ存せり 又来年の頭人を定むるには神事終わりて後社僧里正頭相議して拝殿へ社僧出て高声に
一書を読来年頭人の名を読む也

牛王殿 （参照図 牛王殿祠）
或郷殿社と云 男谷の西 行邸浦にして東向の小社也 方境の畝数四歩 貢税する所の地にして俗説に
阿万城主郷の備前と云人なり 細川氏也 阿万郷に住せし故郷氏を称す 嘗て沼島の梶原氏を襲い伐んと
せしが謀洩て梶原遮て寄来り阿万城を攻たり 備前兵抽けて従士離散したければ細川単身逃出て阿万河内
の僧房に隠れぬ 寺僧了海爰は敵地に近くして保かたし 福良逃れゆかば免るヽ事有んと云
諾して去ぬ梶原尋ね索ること急也 福良の浦人其隠るヽ所告ぬ因で備前自殺す 死に臨みて浦人其年行疫
あり 里人郷殿の崇として祠を建て祭りぬ 因て郷殿社と云とぞ （官所神社にも見えたり）

トド

按に此伝説誠に事実なるべし 一故事に備ふべし 然るに伝説の如くならば憂苑の窮状将の祠前に八幡大
神の鳳輿を駐むべきにあらず 因て思ふに牛王殿と郷殿の音訓相近を以て混同の謝り有へし 郷殿の害遇
牛王

所は此牛王殿の地と異なるべし云々 常磐草に斯の如く見えたり 因て按に阿万にては此窮状を郷丹後守
重朝と伝えたり 阿万河内の僧坊とは河内谷に葛原山生福寺廃趾あり 本尊薬師十二坊有し所也

殿社の傍古墳多し 其中に天文年中及天正九年四月七日の字見えたり 天正九年は丹後守の石碑にして高

ウブスチ

朱紫に引谷響集

一尺程今も四月七日を以て祭れば也 牛王とは仏語のよし常磐草に見えたり 因て其の字義索捜するに牛
オシテ

王字義或は 璽 の字の草書或は 生土 の二字混じて延縮変轉したるなどその諸説区たり

曰 牛王仏の異名なり 温盤経第七曰 大沙門人中牛王人中の丈夫と号く 寳印とは仏の種子梵字を割み

添江の南並北向向谷口に丹生の祠あり

ソウエ

乾向

古老の伝説に此神比目魚に乗て飛行し八幡村

て是を印とす故に牛王寳印と云 此義もと十一面神呪経に起ると云
み かみ

水水水水 神神神神

移り給ふ 今の八幡村八幡の摂社丹生明神此也 其旧地ににして祭日には八幡村より神輿をこヽに迂座す
る事恒例なり
仕ル書物之事
一、私共子孫先年より福良之内居神百姓に而 御座候所に明神八幡へ御飛びに成 則御供仕り罷越候に付
福良山之内 長深山 志や谷 大すけ谷 小すけ谷 右四ヶ所の所へ御入に成為其札物榊柴一荷箸木壱荷

居神百姓

次郎兵衛

助右衛門

福 良左 衛門 殿を 相頼 御言申 上

毎年庄屋殿へ持参仕 其上福良八幡の宮やかさり仕 霜月十五日の祭りに御輿の役人に罷出候事明白也
然所 に我 々一 門数 多に罷 越候 に付 右の 山へ 大勢入 申事 御留 に成 候に 付

同

二王門の中札に而右の山へ御入に成忝奉存候仍而為後日証文如件

庚子慶安三年卯月二十一日
八幡之内組頭
惣左右衛門

甚 助様

藤四郎様

福良御庄屋
同
御としより衆
仁兵衛様

重大夫様
同
弥次右衛門

櫟木明神と称す 永見谷鬼灯谷の中間にあり

同

櫟櫟櫟櫟 社社社社
此浜惣名を中山と云ふ

小祠南向拝殿瓦葺二

間半に一間 石華表宝歴二年九月所建 祭神水神罔象女の神也 社僧神宮寺 往昔此浜海湾にして後世漸

境内

〃埋れて今田圃に開きしと也 潟の上潮美台浜の地底蠣殻出る事多し 是往古の海中なれば也 庚申供養

（密宗嵯峨末）万年山照雲院八幡神境の西にあり 寺家牛未に向ふ 本尊阿弥陀如来

碑本社の西に並ぶ 当社は官所の神社集にも著明す

神宮寺
の畝数六畝十五歩年税の地也 享保の頃までは和光山と号せしが此山号鐘銘に見えたり 万年山とは中世

（参照図 三院之図）

改号せしものならん

慈眼寺

（密宗嵯峨末） 市坊にあり福聚山龍華院或書に云観音院龍海坊と号す 寛永十四年嵯峨宮二品尊性親王
命を下して住僧宥弘に末寺の令旨を賜う 寺境東西三十間 南北五十間 享保中宮所の記に畝数壹反九畝
拾歩年税を收む 二王楼門あり 巽向き 廻廊 中門 食堂 艮向潮音閣 鳴門出現觀世音菩薩 作者種
説未詳左に見えたり 配位不動 毘沙門 弘法大師の作再興 （北川運長法橋宮内） 八祖眞影 （増雲僧正
の筆雲石堂の讃あり） 護摩堂本尊不動明王 （生駒寳山和尚一呪一刀の作頂蓮華の中黑點の舎利一粒を納
む） 御影堂高祖弘法大師 （作不詳寛永三の秋野峰検校宥全法印の時南院より是を寄附す） 醫王閣本尊
は當洲藥師巡詣第十三尊の霊象にして （行基作詠歌詳ならず）日光月光十二神將作不詳 寳篋印大塔一基
法界塔の大字は大通寺南谷禅師 筆塔内に寳篋印陀羅尼千卷を納む 四方の種子は御室孝源僧正筆 銘霊
雲寺浄嚴和尚筆 法輪藏一切経安置す 傅大士 普成童子 普建童子 （北川運長作） 輪下に持國天 増
長天 廣目天多聞天 梵天王 帝釋天 執金剛神等の八天を安置す （各法橋宮内作） 大悲閣中尊如意輪
は （鳥佛師作再興）三十二尊は （北川運長新作） 方丈の直扁慈眼寺の三字は （嵯峨宮二品尊性親王寛永
十四年春鳴門遊覧の為寳駕を●に留め給ふの時寺号を賜う所の眞翰なり） 方丈の本尊無量寿如来 （聖徳

當山四十二世宥譽の代青巖寺検校宥全法印寄附すと云）

太子作）慈氏菩薩（安阿弥作白毫の内に聖武天皇寳冠の分舎利一粒を納む傅来の事は縁起に見えたり） 小
キカタ

塔一基大日如来 （作不詳野峰大塔の木 形なり

阿弥陀如来 （恵心僧都作）釋迦牟尼佛 （作不詳）地藏菩薩 （慈覺大師作當象は破壊して明暦元年老師宥弘
再興作）聖無動摩威怒王 （妙源和尚筆）十六善神 （唐呉道子筆）同 （巨勢金岡筆）毘沙門天 （兆殿司筆）
跋陀羅尊者 （宗李竜眠筆）右十六羅漢火失して今一軸存す 観自在菩薩大幅石刻讃に云 明の萬歴戌申寧
ニ

紹参将天台劉炳文立 二石于普陀山の楊枝菴 寺
一 境の鎮守神 天照皇太神青龍 権現八幡 大菩薩稲荷大明 神天滿
(

秋葉権現金比羅権現橦鐘堂（鑑鐘ハ元禄十二年二月）當山屬菴ハ地藏菴（赤坂にあり）妙見寺 妙見と云所

にあり今廢す）大願寺 （鳰にあり廃寺して地藏堂と呼ぶ）誓海寺 （刈藻にあり）醫王寺 （藥師谷にあり今
(

廃寺）釋迦院 釈迦堂にあり今廃寺）蘭塔坊（蘭塔にあり今廃寺）覺本寺（佛谷にあり今廃寺）道範寺（鳥
取後生谷にあり 道範字は覺本と云按するに覺本寺道範寺はむかし潜居の船を止めし古跡ならん）濟度院
（原田にあり今廃寺里俗此地を呼て濟度と云）戒壇寺（戒壇にあり今廃寺今里民此地を呼てかいたにと云）
阿弥陀寺 （本尊運慶作或は西庵又念佛堂と云）十王堂 （阿弥陀寺内にあり作不知）圓通菴 （本尊観音作詳
ならず）當寺什寳東坡の筆 古文前集海棠の詩なり 幹紙にして竪壹尺横壹間餘の巻物也 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國巡歴の時往住宥弘師に恩賜す其後寛政五年今上皇帝の天
覧に備へ奉れり廣橋殿の御消息大高檀紙にして左の古とし

又諸太夫より賜る所の一書あり左の如し

觀音之縁起
夫福聚山慈眼寺者十一面観自在尊靈應之地也誠此尊者慈悲深重而滿化於沙海本願最勝而埀光於萬方慈即
徐三毒七難悲亦與二求両頭矣竊以十一面尊數之體右者普賢虚空藏地藏之三菩薩左者大日文殊釋迦之尊面後
者愛染不動降三世之三明王頂者弥陀如来本面共合而十一面也蓋尋當寺之権輿也往昔浦有竒異之道人號沙弥
恒厭塵芥專求菩提尋佛乘脩練聞毘尼堅持巡邑里乞托鉢爨麁飯資生涯終結草廬勸修於此有年矣一夕夢自海中
高僧來與無比之尊体翌日語徒日前夕有靈夢之感今日可得佛陀之尊象言未終威儀蕩々十一面尊容漂漾于鳴渡

并

之沖於戯奇哉此大士從龍宮城湧出者歟所以沙弥即合掌作禮而日夢中佛勅宛如合苻節因以迎彼尊自冊當時本
尊以来称龍海寺為其寺門之境乎東南弘●之深海常随縁洪波無止西北抜苦之恩山遠聳攝化教風無断前連屋
甍後松杉為茂是所謂自然名藍法爾之梵刹也矣蓋聞尼寺年之春仲高野山之古哲道範阿闍梨本末之議論 ニ依 テ
讃州 ニ竄 セ被 ル且 ツ於淡州繪嶌カ磯ニ舩ヲ留メ而福良之津ニ至不圖暴風怒號濁浪凌空是故當山之観音ニ詣
シテ天晴ヲ請テ而持念スレバ則忽其効功有茲ニ因翌日且つ阿州姫田ニ至ルト時人皆感佛力之妙深妙構竒矣
又阿州姫田庄有罹瘡痒者其貎醜聾陋而因籠勞甚父母悲嘆之餘招醫師而乞良藥清緇衣而受加持雖然終有其験
少其人自愧而欲身於没海此時其村領主告病人曰于散有一僧號道範阿闍梨近日從淡州来留此地當語予曰淡州
福良龍海之観音者奇瑞珠妙之薩埵向常業能轉之尊體也至彼祈忽平復當如指掌随其教而不日至此津營之三七
夜之参籠致誠清誓殆至其満夜有蒙霊夢回顧而視之則白髪老翁来而忽以力杖打其頂覚後少焉其病徐愈擧世歎
未曾有矣且つ餘厄難不可勝計雖婦人小子皆知其為詳也然百年之先罹四録之災古記舊書既成焦土其後四十二
代末葉宥譽闍梨受誕於淡州慣學於関東然悲當寺廢頽終帰此再興寺院為國守祈平安為檀越顯効験自尓已還武
民
連袖成林焉加之寛永第七天登紀南山見于青巖寺検校宥全法印受庭儀灌頂又同第十一天阿淡両州太守謁蓬菴
公而受良材營構寺院然後梵閣相續檀越繁茂矣又自往古當寺有数箇之末寺覃澆季鋻當院衰薇縮於門葉之坊舎
一寺其坊舎之本尊者弥陀薬師釋迦地藏等今猶現在而安置宇當院矣又寛永十四年奉嵯峨宮二品尊性親王下阿
州而被催鳴渡御遊覧之興會譽之弟子宥弘謁彼宮謹奉告當寺之濫觴則有叡聞召弘賜末寺号之令旨此時改時改
號福聚山慈眼寺誠是因慈眼視衆生福聚山海無量之金言乎殊為當浦諸人也朝漁獵為事流行汀洲夕釣罟為業楫
櫂溟海是則於敬生之擧因招悪趣苦報故佛法中不敬立五職之第一毘尼中敬罪為篇之最初識而斯由也加是悪擧
自兆薩埵之巨益因誰脱之哉是所謂一心稱名皆得解脱明鑑其謂歟
正徳三丙戌無射吉日

報身寺 （浄土宗知恩院末）

寺境の畝数一反

貢税を収む

慶安年中府下浄光寺住僧永存

岩屋沼島北

智光山遍照院と御号す 本尊阿弥陀木像二尺許 古作中興開基僧文禄中道見と云 寺境の畝数一反四畝九
歩 官税を収む 鎮守菅原神金毘羅等也

本尊阿弥陀

真光寺 （門跡宗西本願寺末）
潮長山と号す

浦に門跡宗廃寺を再興して 其一は当寺也 開基僧を順祖と云 万治中卒す 当寺は元文中火失して其時
古記も灰燼す

重恩寺 （門跡宗東本願寺末）

南林山と号す 本尊阿弥陀 寺境の畝数三畝三歩 官税を収む 当寺は寛保の頃中興開基僧梅宿と云 む
かし洪水に寺家流失して古記或は縁起詳ならず 什宝に金紙金泥古筆の経巻珍伝す

杝にあらず

橒にあらず

漆にて書付

此寺に屋字の水片所蔵す 寛政四年七月二十七日の暴風に堂前の百日紅根尺餘を残して吹く折られければ
シン

是を取除き人と斧をもて片々に切断しけるに 幹 中に屋の字あり
し如く両片ともに左右の筆畫鮮にして其痕深く通撤するものに似たり 当寺衆評まちまちなり しかども
其説を得ずと云 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り 山隠先
生 記文あり

一方は右字

守りしめん之十六字生す ノ例アリ

せば此の内大平の臣を任して昊の命を

山藤樹根蝕而王大に則とり天下の人并

本朝通記曰天平宝字二年二月大和の神

り

字は彼宮に残せり と俗諺集に見えた

一方は左字なり 右字は鹿島へ納 左

大明神の文字すハれり

れば真の赤ミより一層濃き色にて鹿島

の木を材用の為六尺に切 二つに割け

又常陸の国太田の里の宮造営の時 杉

しと沙石集に見えたり

の中にわれどもられども同体にてあり

連養坊と文字あり 黒木の如くにて木

んとわりて見るに文字の勢二寸許にて

界の後弟子の僧 此木を伐て湯木にせ

栽に柿の木をうへて年来愛しけるに他

遠州の山寺に連養坊と云法師あり 前

と一茶話に備ふべし

ひし

ふ尸の至るは寺の福にあらずや とい

へば 屋の字は尸に従ひ 至にしたが

に寺のさいはひなりといふ人其故を問

洲府の医生故故宇山永庵の説に此事大

壬子十月念五日阿波藤原之憲識

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

鶴島古塁 （参照図 絃島古城蹟之図）
或ハ絃島に作る煙島の西にあり 海面一町許を隔つ 鳰の地方より南へさし出たる岩山也 古塁の平丘六
所高き所の丸東西十八間南北七間 同東の丸東西二十一間南北七間 同東の丸東西五間南北二間 同東の

端丸東西四間南北二間半 又本丸の西に二段あり 各五間に三間程 本丸直立二十三間 東の端にて十間
凡東西の長四町餘 南北の幅二町餘西南
各懸岸也 本丸一よりの方向

午 （吹上押登の鼻）

酉 （鳴門岬沖の苅藻を貫く） 酉戌 （行者嶽）
辰 （蛇の鰭）

丑 （南辺寺頂）

卯 （諭鶴羽山）

此城は源平の時六條判官為義十一男加茂冠者義次 同十二男淡路冠者義久 志を義経に通じ籠城 寿永二
年能登守教経兵船餘艘に従ひ攻む 義次既に討死 義久は泉州吹井に逃遂に教経の為に討れ 義久の子若
文正 の頃 勘解由 左衛 門改 幸あ り

同時相 模守 義基 の時 城を 去

細 川成 郷に 属

阿州 撫養に 住

狭介義義邦建久二年福良に帰り住す 子孫福良氏に改む 嘉吉の頃福良石見融通あり 長禄の頃蔵人太夫
改 貴あ り
子孫阿州にあり
盛衰記に云 淡路国に阿万六郎宗増 是も源氏に志ありて当国淡路冠者掃部冠者に同意してけり 両人は
福良に居れり 能登殿両子を攻滅し 其続きに安摩へよせたり 宗増密に五十餘騎兵船五六艘に乗て都に
登らんとす 能登殿百五十騎十二艘に漕連して追かけ 西ノ宮の沖にして追詰 切先を揃へて相戦ふ
宗増敗軍して紀の路に落ぬ 紀伊国の住人園部兵衛重茂と云者 是も源氏志有て一つに成て上洛せんと企
つ 能登殿又是を聞きて紀路に押渡り園部が館に攻入 三十六人の首を切り姓名を記して福良に献す 其
隙に宗増は難なく京都に登れりと云々
按に宗増は上本庄の城に居れり 阿万の下條にも記す
和漢三才図云 能登守教経元暦元年到淡路殺源義嗣 （号加茂冠者為義子）虜義久 （号淡路冠者為義末子）
鎌倉実記云 小松重盛淡路冠者に福良上樹の里百町を賜ふ 大宮小蔵人実春は冠者義久の弟也 其弟百太
郎を実春が養子とす 此時重盛百太郎を以 平教経に賜ふ 後一年餘を経て百太郎を法師とし義専坊と称
す 讃岐密厳寺に有
安澄云 福良上樹の里と云事あり 今索捜すれども此浦及付近にもなし 又冠者義久の後胤 後年福良城
を修造して居けり 福良氏に改むと云 賀集山古記其餘旧書に福良氏の名見えたり
或曰 宝暦の初年 此浦の売人銭屋利惣と云者 古城本丸の浜にて古剣を掘出し携え帰路の時半途にして
忽狂乱していかがしけん 我顔に疵してうめく親属の者介抱し 思ふに此古剣城主の遺霊とどまりて斯悩

此島周り七町

ましやと即日古剣を古城に返し埋めしかば 速に本復し疵も漸く癒へたり 以来何等の品を堀出せるとて

或は沖の刈藻と称す

も携帰る者なし 此浜平丘毎に地中二三尺を掘れば武器など多く有事也と

海中の小島にして北の方向より海面一町を隔て

刈藻島 （参照図 刈藻島）
古城の西四町許

高八間許 南北へ長く東西短く 古老云 此島古名を王園と云 寿永の頃平氏の一門 一の谷落城の時公
郷軍船等 撫養讃州の地に漂ひ多くは淡路の洋に寄せてうかれ給ひしに 安徳天皇玉体を守護する御船此
島に泊し歩御在て 震慮を慰め給ふたり 依りて王園と称呼すとや
又鳰の西に続きて南向の谷三つあり 東を坂本 中を中の谷と云 西を大刈藻と云 則刈藻島は近きにあ
り
貞享二丑霜月十二日 伊勢三千風刈藻にての句あり 鳴門の句故 阿那賀鳴門の條下に収む

行者嶽 （参照図 行者嶽頂上 並 自行者嶽遠望之図）

砥取の南に出っ張りたる峻崖にして高二十間許 頂上の広二間に四間 租税を免除せしむ 宝形造堂高二
間に一間半 役氏堂あり 未申向長一尺四五寸の木像を安措す 拝殿一間半四方 毎歳六月七日は仏縁に

酉 （島田の鼻）

辰巳 （吹上押登の鼻）

して近里の詣人群集す 又南の岸上に石像の不動尊あり 東向境内二間に四間 貢税を免除する所の地也
未 （撫養向）

享保七年流川原村浄円法師所建高二丈許 頂上よりの方向
申酉 （鳴門崎）

谷は巳方に向ふ

西西西西 谷谷谷谷

メガツキ

札札札札 立立立立

柿柿柿柿ノノノノ木谷

上 おなじ

永見谷を入て左方を云

永見谷の頂にして飯山寺村境也

上 おなじ

永見谷を入て左右の小谷を云

東にあり

谷口に池あり

艮

巽に向ふ小谷多

西を蛇谷と

永見谷の池と云

或曰 境内に中凹の成石あり 是行者笈をおろせし石也と 又一書に云 佐々木四郎馬を山上より海に向
けてあゆませたる谷は行者嶽の西にあり 号けて馬おろしと云 と云とあり

深二十町許

葛葛葛葛 原原原原
上同じ勇 の奥河内飯山寺の鼎音也

・東の谷
同西並

東向頂上は奥河内村境也

左右小谷多く谷口の東を細小谷

シシシシ ダダダダ ララララ
永見谷の西並にして南に向ふ

谷頂ハ飯山寺村に隣る

艮隅八幡村境にあり

按に行者嶽の西にササゲ谷と云あり 是を謬伝へて佐々木四郎と云なるべし

永身谷
の勇 通 ハ 八 幡 村 境

ホウズキ谷谷谷谷
ホウズキ谷の西並にして谷口は南向奥に到り

云前は官道也

小小小小 松松松松 谷谷谷谷

・細小谷
上同じ

くして所謂左の如し

・中の谷
同西
カル

・カルト谷
並にして端なり
・水 呑
ト谷の奥にして距越は奥河内村柿

小 松 谷の 西並 に し て

ノ木谷二股谷等に至る

馬宿谷
谷は巽に向ふ小谷三ッありて坤に

向ふ 是を東馬宿の

向ふ 是を嘉助谷と云 同西並南
に

谷と云 巽に向かふを西馬宿の谷
と云 惣谷は街道也
上 古 の駅 家 建続 け る所
なる事前に記せり 此谷口の南は
広田にて潟の上と云 其西に塩浜

あり

村老云 往古は此谷口

まで入海にて 官道は
せし事也と
石像町

山手を伝ひて馬宿の谷

間半四方瓦葺

新道より船に乗て渡海
にあり街道也

あり

南向一

小松谷馬宿谷との間

して往昔官道は山手に

中古ここに伝す

中山地藏の西街道に

中を西に越えて 今の

地藏堂
道道道道

二尺程

新新新新

北を

社僧神宮

奥 に 入 て小 谷 多 し

各嶺は奥河内村に隣る

此谷 巳 の 方向ふ

西をセチキ谷と云

谷 口は 新 道 の人家 に し て

乾の方を奥堂の谷よと云

馬 宿 西 並の 谷 也

新道馬宿谷口の間の山也 頂上に天神小祠あり 坤に向ふ

仍て新道の名あり

川川川川

天神山
岩岩岩岩
滑谷と云

ナメラ

岩川の西丸山にあり 神境四間に三間 租税を免除せしむ拝殿あり当社の西は八幡社也

寺にして官所の神社集に見えたり

住吉社
浦の東隅 八幡村境街道にあり

三昧の坤にして乾向の小谷なり 谷頭は八幡村鍛冶屋村等の境也

高四尺幅二尺厚七寸許の石にして村境田野の字に呼三昧

立立立立 石石石石
あり

大大大大 助谷
同坤並北向の小谷にして谷頭は上同し

ヲヽ

小助谷

午未に流れ小助谷の西山鼻より潟の上の平田中央を西に屈曲して新道人家の南

大助谷小助谷の郷は永見谷の水檪木明神の東より

街道を貫て
より海に入る

永見谷の水と相遇て共に塩浜

小助谷の南並谷ハ西向 頂上ハ鍛冶屋村境にして小池二ツ谷中にあり

馬宿の谷口官道にて三水合会して

ホホヅキ谷の水は檪木明神の西を是も街道を貫て 坤の平田を西に流れて中山地蔵堂の前に
て小松谷の水と一合して

法師谷
同南並谷ハ乾向 頂上右におなじ

の間より海に入る

竹竹竹竹ヶヶヶヶ谷谷谷谷

谷頭は鍛冶屋村筒井村等の境巽の方に

法師谷竹ヶ谷と口を同ふして

南へ深入たる谷也

長長長長 谷谷谷谷
竹ヶ谷の南並を云

谷多し 池三ヶ所あり 下池を大池と云

石石石石ヶヶヶヶ谷谷谷谷

山神ノノノノ松松松松

玉造谷

作作作作 助助助助

水神谷

荒神小祠

添江谷

水神谷口南岨にして海浜也

同所谷中にあり

長谷の口坤並に小谷にして北に向ふ

長谷の真筋を云

同南並に北向の谷あり 頂上は塩屋村境也

同谷口畠中にあり 巳向荒神の北は入海也

大江谷の南並北向谷頭の東勇 は筒井塩屋等の村境なり

谷半より奥左右に別て

右を中の谷

左を瓜ヶ

同坤並北向にして谷の奥艮に曲り入 玉造の前は潟の上の平田にして 谷の前は塩浜也（潟

六右衛門谷 同じく南並をいふ
藤藤藤藤ヶヶヶヶ谷谷谷谷

藤ヶ谷の南並の深谷にして亥の方に向ふ

の上は今かたかみと云）

大江谷

西西西西 畠畠畠畠

同南並の小谷にして乾向也

谷と云 各頂上は筒井村峠の谷に至る阿万道也

楊桃ノノノノ谷谷谷谷

柳柳柳柳ノノノノ浦浦浦浦

山神ノノノノ松松松松
市坊の北の惣名にして八幡社の浜より西は行邸の浜

同南並西に向ふ小谷にして南は俣の浦 山鼻は塩屋村境也

谷口左右の山尾にあり

北の頂嶺は伊加利村境に至る

原原原原 田田田田

一本松

幸堂 谷谷谷谷

地藏堂

荒神森

薬師谷

清水谷

藤藤藤藤 井井井井

同西並にして南に向ふ

同谷口西の山尾に古松あり

堂西並にして南に向ふ

荒神森の南にして原田川の端にあり

同谷口の平田にあり 原田川の北也

同西並にして午未に向ふ

岡の原西並南向の小谷にして此谷にも清水あり 多くの田圃を扶く 因て名となれり

岡の原南の裾にして清水あり 是を藤井戸と称す

中中中中ノノノノ貝谷

貝貝貝貝 谷谷谷谷

アタラ

口口口口 続続続続

奥奥奥奥 続続続続

真真真真 谷谷谷谷

同南並巽に向 谷口は柳川町也

同南並にして東向

同南並子丑向 谷口に池あり

同南並にして艮向

同南並の小谷にして谷は東向

真谷の南並にして東向 頂上は伊加利阿那賀の境也

原田の大谷にして巳の方に向小谷多し

幽谷

其頃近里

隅隅隅隅ヶヶヶヶ谷谷谷谷
同西並の小谷にして牛未に向ふ

又一碑は青苔厚く文字朽欠して

安永の頃此浜の岸懸より古碑二石を掘し利瑞ありて

一碑の銘に●に寛永六年四月の字見えたり

同所にあり

八幡社乾の山腹を云

の水巽に流れて 納屋町備前町の間より海に入 是を称して原田川と云

岡岡岡岡ノノノノ原原原原
石地藏小祠
の詣人多し

二二二二ッッッッ腰腰腰腰

二ッ腰谷口の乾にして大樹古松の下に小祠あり 大山祇を祭る 伊加利宮道也

見えす 長一尺三寸幅一尺

山山山山 神神神神
山神の西にあり奥の谷を受く

サイドウ

原田池

福良より伊加利に
市坊より頂上

山神より子丑の方へ深く入りたる谷にして 谷頭の高峯は奥河内伊加利の村境也

池の辺より北に登り伊加利村新道谷に下る也

原田池より出て山神の南を東に通し地藏堂の西より市坊に出て海に入
原田川の北を伝ひ

原田川
越るに

酒丸谷
酒丸の西小谷を云

まで村境にして凡二十町許也

姥姥姥姥ヶヶヶヶ懐懐懐懐

伊加利道ノノノノ谷谷谷谷 酒丸の乾並にして南向伊加利街道故の名也 高峯の遠視
亥 （伊加利上多麻の背）
巳 （塩屋村俣の海）
巳午 （潮崎蛇鰭）

サルマサ

同坤並巽に向 谷口は行邸の東也

子 （伊加利讃岐岩）

男男男男 谷谷谷谷

二本松
貝谷より男谷までの惣谷の頂上にあり

男谷の西並にして行邸より西にあり

山神ノノノノ松松松松
同西並の小谷にして巳方に向ふ

同谷にあり

行邸の高丸也

谷は巽向

渾て原田の谷々山畠多平田又若干

往古堂宇ありて

支谷に吉兵衛谷と云

頂上の北に二本松あり

あり 一木は寛政元年の大風に倒れ 又一木は同四年七月二十六日大風して倒るるとなり

釋迦ヶヶヶヶ谷谷谷谷

岩岩岩岩ヶヶヶヶ谷谷谷谷
同谷口西の山鼻にあり

今礎石存す故に名とす

山神ノノノノ松松松松
奥は北に曲入て縦越は貝谷の勇 に至る

同谷の西にして谷口は東向

タングワ

田桑 ノノノノ谷谷谷谷
同谷中にあり 釋迦谷以下に水 巽に下って行邸の西より十軒家衆家の間より海に入

あり 坤に向ふ

田桑ノノノノ池池池池
同所西並に三

本尊阿弥陀春日仏工の作にして立像

元文辰年讃州香西浦より出現と云

草庵巽行十王堂あり

十軒家の西にして海際にあり
京誓願寺本尊と同木にして

念仏堂
長二尺餘
サンマイ

同坤の小谷を云 谷下に官船舎あり 坤に 九原 あり

昧あり

船屋のののの谷谷谷谷

福 良 市 坊 よ り 阿那 賀に 蹤 る に 十 軒 家 官 船舎 の浜 を 経 て 新 羅 谷 に 至り

同 坤 並に し て 巽向

シラギ

新羅谷谷谷谷
兀兀兀兀 山山山山
新羅の半より北に入の深谷にして頂上は原田の奥アラタロ続等に出

船屋谷の西に隣る 南向

西を峠を登て鳰に出 夫より北の谷をのぼる也

岩岩岩岩ヶヶヶヶ谷谷谷谷

左右小谷多く北の頂嶺は阿那賀境

山神古松

金毘羅祠

盗人谷

盗人谷の北並にして西向の小谷也

同谷口西の山鼻にあり

盗人谷半の北の嶺にあり 中世の勧請也

放屁谷北並の大谷にして坤に向ひ 谷頭は原田の奥続に隣る

鳰

二町許北の綿

源平合戦の時能登守教

新羅谷より阿那賀に越るに志しき谷より放屁谷に至り

西は刈藻

其還三町許南にあり 洲崎は

新羅南の山尾 是より西は鳰也 此鼻出張て烟島に相通し

谷筋巽に向ひ

コツケノ鼻鼻鼻鼻
新羅谷の西にして境張広し

烟島の東にあり相去る事二十間許

鳰鳰鳰鳰
鳰大谷の小谷にして西に向ふ

の坂本 海面烟島あり 島より西へ曲江ありて鳰入江と云 入江の南は鶴島古城也

放屁坂

柿柿柿柿ノノノノ木谷
柿ノ木の北並にして阿那賀街道

の大谷に出 夫より奥の谷に登る

雷盆谷
雷盆谷の下にあり正保の頃

石像町壱尺許を安ず

鳰より刈藻に

此池の浜より古鏃を掘出し評して云

鳰鳰鳰鳰 池池池池

瓦葺東向

或は見越とも云

谷頭に納涼松あり

同壱間半四方

谷中に池あり

鳰の谷口平田の中にあり

経鶴島の城を攻むる事古記に載たり 此時の刀鏃遺居けるもの哉
サンマイ

地蔵堂

三昧の西にして東向

圃に 九原 あり

納涼谷

至る道路にして高峯の遠視
申酉 （鳴門岬） 卯 （諭鶴羽山） 寅 （中筋中蓮寺山）

口陰嚢ノノノノ谷谷谷谷 納涼谷の北並にして東に向ふ

吹吹吹吹 颪颪颪颪

壇壇壇壇 谷谷谷谷
鳰大谷筋の西並巽に向ふ小谷にして谷口は鳰の曲江なり 谷頭に見越松あり

同丑寅並南向 谷頭は村境 艮は雷盆谷也

同北並

是より南は烟島の古城山

ヲノ浦谷
煙島の真西也

ヲノ浦谷の南

西 は岸 にし

鳰の曲江西の奥に東向の谷あり

真奥のののの谷谷谷谷
真 奥 谷頭に あ り

東西へ長く続く

見 越松

谷頭

烟島東 の小 谷に して 谷頭は古

て屏風を立てるごとく刈藻の海北へ入たり

アリノ木谷
同 南 並 にし て 谷 は 南 向

城 東の端の平丘なり

海老ヶヶヶヶ谷谷谷谷
地蔵石の西にして谷は未向

は東端の丸と第二の丸の間也

地藏石
谷 頭 は 東 の 第 二 の 丸 と 第 三 の 丸

海 中の 大 巖に して

切 口 の 尖 巖 十 間 許

仏ヶ 谷 の西

の間に当れり

射 切岩
幸 四 間 許
能 登

山 手 の 岩 に 交 り て 切 口 五 尺 長 八
尺 と 云
冠 者

古 老 の 説 に 伝 ふ

守 教 経 烟 島 の 城 を 攻 来 り

次第に潮干に従ひすべき方なく元潮に至り潮満るに従ひて漸帰る事

射切岩より二十間程南の海中にあり 浦老の説に往年撫養の舟人十二 大晦日福良より出船

義久を追討す 此時大巖を射切たりと云

年越碆
して此碆に船をのり上

屏風碆

猩々碆

澳澳澳澳ノノノノ礁礁礁礁

坂本の巽 古城の乾に坤の海面に向ふ小谷にして谷頭は鳰ヲノ浦に隣る

同坤の方 屏風を立たる如き大巖にして坤へさし出たり

島の南に長く続きて岩にて南の端 大巖を云

年越碆より南へ続きて多の大岩立り

を得たり 此故に名づけたる也

笹笹笹笹 谷谷谷谷

笹 谷の 口より 巽の 海中 地方 より 八間程 に大 巖あ り

弥四郎谷

納涼松

坂坂坂坂 本本本本

坂本の西並にして南に向ふ

坂本の奥小谷にして東に向ふ

坂本艮の峠にあり 鳰に出る山道にして納涼谷と云

笹谷の乾 鳰の西なり 谷は東に向 頂上は鳴門岬までつ〃きて勇 通を以て阿那賀境とす

高三 間許に して 其形 の似 れば や刈藻 島

烏帽子岩

中中中中ノノノノ谷谷谷谷

同所海中の磯にして干汐にも見えず

より艮三町半許 鳥取の海岸にも同石の名あり

万年碆

此庵は

容長壱尺五寸許

（参照図 海禅庵）
地蔵堂石像立

長一尺許

常に此僧小舟に乗て鳴門を越

草庵には薬師座像を安す

南向 壱間半四方宝形瓦葺

禅海庵

中ノ谷海浜松林の中にあり

弘法大師像を按措す

西路浦国清庵主勝算師の再創にして爰に寓居す

大師堂壱間四方瓦葺
享保中

津井阿那賀の海浜に往来す
勝算
又移杖笠洛東浜

海面逆浪の時とえへども乗れる船は平和にして穏也

はここを去て京師に赴時の詩歌あり
辞鳴門庵赴京師
ヤマン

結第海浜已多年静倚晴窓鳴門前顛倒妄縁何ノ日カ 歇

同

「聞なれし見馴し阿波の鳴門なる浪の逆まく世にや出なん
承命佳寳蔵

一

二

一

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
二

後勝算

中の谷の西 巽向の大谷にして頂上は阿那賀猪の谷に隣る 海浜は坂本より並松つづく

「幾年の 鳴門の浪の 夢をまた みやこの松の 音やつくらん」

大刈藻

慈眼寺街路にあり

其中を潜

或は穴口潜りとも云

穴路南のｓ磯に大岩あり 向三間許にして 形の似たればなり

蛭子祠
報身寺北にあり 小社辰向 傍に草庵あり

砥取を北に越れ

大刈藻谷口より岸の下を砥取に通ふ海浜にして大嵓あり

穴穴穴穴 路路路路
烏帽子岩
同西の方 南向の小谷を云

り往来す 岩の中三間四方許

後生谷
同西並にして東向の大谷にして行者嶽北の懐也

伊勢ノノノノ宮宮宮宮
同所東川端にあり 小石像を安す

鎌 倉 に て是 を 海 ヒワと 云

細谷西谷等の小谷あり

砥砥砥砥 取取取取

地藏堂
波戸の北丘にあり 阿弥陀を安す 座像壱尺許

ば阿那賀浦笹谷也 鳴門岬に至るに是より西へ勇 通を登る事十四五町と云

柳柳柳柳 庵庵庵庵

阿 万 の海 浜 に もあり

産 石 に して 翫 物 な り

色 白 黄 赤茶等 也

石 鶏頭
又アシ介と云

ヲドリ

戯文風俗
此浦盂蘭盆戯文の式は厳重にして他に異なり 慈眼寺門前見通しより東を東組とし西を西
組と称し東西に分ち例歳精霊会を興するに 長たる若徒を一人大老と唱え 其次若徒数人を
高老と唱え 其次三人を選び年行司を勤る 其次は数輩の若徒にして限りなし 年々前髪以
上の者を簿録し使を遣し戯文の顆伴に結ぶを肯ぬ時は名簿を塗抹す 俗呼で黒消と唱へ人の
交会を絶へて音信不通して盆中 東西両所の戯文場へ来る事を禁む 若忍び来る事顕はれぬ
れば年行司なる者制し其者に恥を与ふるなり 故に多分随身せざる者なし 偶事を左右に詑
し順言もて退くもあり 然れども戯文の役は勤むる也 又盆後に到れば来年の行司三名を定
め 今年の年行司来年中老に昇進す 東組には是を新高老と云 座に列す大老の者索婦或は

古器古鼎

クワンス

盆後に至り来年の行司より其年の行司或は大老高老を招請して 盛欸 あり

ちそう

其席 にて同

大老の職に数年居る事を労して其職を高老の内へ譲退くを隠居と云 先々 大
l 老より高老に
譲る所の箱あり 是を無分別箱と称す 此箱には戯文の掟をはじめ諸事を記せる大巻物を蔵
む
輩に罪あれば訇り高老たる者に罪あれば大老より命して退く 是を押込隠居と唱え其以下は
アセ

黒消と唱ふ 中にも故ありて自ら乞ふて退くもあり 扨盆前十日許も前より桶屋と称し東西
オンド

各戒名を集め翁 頭 座屋上に高燈爐の回りに記す 翁 頭座の前には三つの太

に分ち合会の所を設け死亡の者ある年には其家々より戒号を記し噺銭を副桶屋へ呈す 是桶
場の費用とす
鼓をならべ其前には紙張にて製したる五輪塔を錺り各施主拝礼に来りて焼香す 此浦五ヶ寺
の住僧或は里正たる者死失の年は俗名或は法号を卒塔婆に記して五輪の前に建回向す 又大
其粧ひ若徒は晒帷子に黒 短掛

ハオリ

中老は羽織 なし

さら しに中の字染 込を着す

己下十

老の者死す時は五輪の正面名号の處へ大老の俗名或は法号を記して五輪の尊前にて戯文を興
す
二三歳の幼女さらし帷子を着 男児は薙刀を各携へる也 是を薙刀踊と唱へ惣廻りは長幼の
別なく浴衣帷子を着し覆面して踊る 是を化踊と云 年行司の三人は前中後にあって高き花
笠をいただき采配を取 邪魔なす者を制するの役なり 年行司の職たる者はしめの饗事に雑
費の多さを厭ひ貧人にては此職能はず 故に窮子は十五日に到り急に加りと称し二人命を蒙
りて勤む 左あれば費用もなくして勤むる事なり 扨三夜の戯文斯のことくして暁頃より高
老以上大老まで美服して傘或菅笠を粧ひ戯文場より慈眼寺見通しまで踊行く事東西ともに然
り 旭出るには双方行合 是を限りとしてを打各退散す 是戯文の恒例なり 亡霊を慰する
の状は古雅にして戯文の古典に叶ふと謂へし

オンバ

此浦住農民某（当時夫兵衛）先祖は田尻に住居す 洲本古城主脇坂氏に恩賜の鑵子と称して

又真

其 時の口碑 に

惣体は鮫 形

其 時脇坂 より賜る 所の古鼎 無

伝持す 其委由に云 先族の者脇坂中將の 枵脚 たりしか 脇坂予州へ国替の時告病して従属
を 辞す
● にして瘤 の如き 跡あり
表 には梅花 の模様 見ゆ
此 婦女を田 尻の叔 母と呼と かや

旧 鳴門の脇 地

只銀色に して常用 と

奥谷住の農夫某（当時直七）が家にも古
き 鑵子を伝 持す
し て此家の 古伝を 失ふ

往昔鳴門の海底より拾ひ来りし所の壺にして降雨の前日潤を発す

名 鳥取と云 所より 真奥谷に 移居せし 家
にして古き壺をも伝持す

と云 亡父某は徳之丞と呼 此壺も又常用とす

煮茶套套套套 （チャカマ）
此浦番卒に森崎氏俗称次郎右衛門家に古器一ッ
を所蔵して是又常用すと 伝説詳ならす

其図に云
惣高六寸五分

水五升三合程入

口ノ亘五寸五分 口ヨリ羽迄四寸五分
羽ノ廻二寸八分 羽の亘 九分
桔梗三ッナラベ両所ニアリ

井筒屋某産業
ここに寓居する事数月に及び

漸

此浦の売人井筒屋某（当時通称与左衛門）先祖諸左衛門なる者は漁夫にして生業の為に常に
豊後の国に赴き漁場を撰ひ佐伯領にて戎浦と云を門基し
領主毛利家よりも是を感し戎浦産業の長たるへきよし諸左衛門名当
後には此諸左衛門も故郷に帰り親族の者を

佐伯の公衙の呈し

終に利運を得たりとなん

今本

今其者より三世の連続にして追年安永の初年戎浦の漁人等と争

戎浦識業は二男諸左衛門に譲り

戸数の繁栄成けるとそ
の官券を賜り
して戎浦の産業を成さしむ
訟ありて福良に来り官券を謄写し帰り
書は諸左衛門の家に珍蔵せり

平瀬氏世系
往昔 此浦 には 浪士 たるも の多 きに や
則平瀬氏の系譜歴然たること左のごとし
初世

渡邊

矢野

萩原

平瀬 等の 姓氏を 内称 して 鬼簿 にも 見えた り

平瀬善左衛門 後十右衛門に改む 旧泉州堺在住の売人にして 先国君 （蓬庵公）阿州に御討入の時十

右衛門阿州へ移居の事を乞ふて願の許可命りて 此時堺の売人二十五人を率て先君に供奉して阿州に来り
寺島の地に賜第してここに数年居住す ●て大阪陣発せし時は弓持の公吏に命を蒙り 国君に生業拝謁し
て其勤労数年にして公吏の事を厭い 後致仕して売人となり酒肆を以て業とす 則公税免許の證状を賜は
り此家に伝持す
二世
平瀬善左衛門と号す 十右衛門養男にして生国播州龍野より来り 酒肆の生業も衰えて福良浦に移住す
此浦にて再び酒肆を以て業とし 件の證状は承応元年時の群宰と見へ 潮左次兵衛 某山内左近右衛門某

長 三尺 許也

伝 説に云

遠 祖平 瀬十 右衛 門なる 者

の両人順郷して下民願ふ所の事あれば出訴せよとの命によりて呈す 是より空しくなりて今其写たるもの
此家に伝持すと也
三世 五左衛門酒肆を以て生業とす
四世 権之丞 壮年の頃は伍長の職に勤労あり

職 業右 おなし

此 家の 持仏 弥陀 の立像

五世 茂八と号す 権之丞養男にして縁類某より来り流匠を以て号とす
六世 五左衛門職業右同し
五蔵

七世 左馬太 職業右おなし
八世

朝鮮陣に供奉せし時 携へ帰る所の霊像にして 外に和漢の製分明ならざる古代の織物 仏倶の時用る打
敷及び雪の下を号する中刀一腰珍蔵す 尊像の利験も又多くして 往昔此浦網屋町の列軒焼亡す時に 西
風烈しくして此家危ふかりし所 北風に吹変り此家火失せぬ 是全く尊像の霊瑞ならんと云伝ふ

村上氏世系
此浦納屋町住村上昌庵の家には四宮加賀守嫡孫四宮善左衛門宗乕 牢浪の後此地に安居したる家にして
宗乕嗣子なくて 女甥阿州撫養里浦村上助之丞に其家を譲り今の昌庵に到り相続すと云 四宮の系図は宗
乕が嫡女渡邊小兵衛に伝わり 今小兵衛が子孫此浦居住の売人奈良屋佐太郎なる者伝持して某系譜に云
四宮家系譜
姓藤原氏 四宮家家紋 鎌添穀葉 家伝曰 元祖諏訪大明神末流 系譜相続天正年中 嬰児兵火後醍醐
天皇綸旨尊氏将軍印章並細川家累世證判織田信長感状等悉皆消失嗚呼惜哉

桐原家末流
到任 して 浪士と なり て当 国に 残り

福良 に住 し

時に 此浦 の富豪 なれ ば

里正 を司 職なと そ

此浦の住人十一屋某（当時俗称太郎兵衛）遠祖は桐原形部と号す 志知松本城主加藤氏長臣にして加藤
国 香の 時

罪に より て此浦 中山 八幡 境

立石 の傍に て遂 に形 部 睡 死 せ られ し

ハリツケ

慶長五年関ヶ原一乱の時 破壊の城を修復の為に福良海浜の石を大阪へ運ぶべきやう秀頼公よりの命あり
形 部其 命を 等閑 にし て延滞 に及 し
今の立石はその睡 死せられし所の證なりとそ
其 子伝右衛門相 続して里 正

とそ 其後宮脚到来 関東の利運となり石田方打負しかば形部助命すべしとの命くだりしかども 早絶命
の跡 にて残念いは ん方なし
の職を務めけるに
先国君江府に往還の時は此家に入御あり いまだ当洲を領せざりしかば 渡口に官船をも繋せ給はぬ故此
家の船に召れ 阿州に往通せられ 則恩澤の古書を所蔵して今に伝わり桐原の姓を禁て森崎氏に改め私称
今此浦の売人となれり 往古饒商の時は大船を繋

船印に九の内十一なるを以て屋号を十一

す 往古は岡田氏の遠祖里正の職に命せられ伝右衛門と二人の里正たりしが 伝右衛門は入婿半左衛門に
其職を譲り
屋と称せり 其由緒を以て半左衛門子孫文左衛門 寛政の頃里正の職退けらるといへとも其家長く課役を
除き 国君に拝謁其まま免許ありしは伝右衛門が往古の由緒あるをもて也

此書は新田義興のよし云伝
安澄按に義興は大内左京大夫なり
永正八年八月細川右馬頭政 賢を船岡
山において討其威大也則長 州に下る
此書永正十年の頃なるへしと云々

貼金の屏風一双あり 小栗宗丹筆 繋鷹にして十二枚 精明
無二也 又壺一つあり 古陶にして高一尺四寸色薄黄土粗也
浦人云 此宗丹鷹の屏風は只今慈眼寺の蔵たる也 彼寺の伝
説は異なり

岡田氏古伝免許状
俗通称岡田仁左衛門云遠祖の姓氏を住道 （スムジ）と唱ふよし 後岡田に改む 岡田は重恩寺の後山地名
也 此家に古代剣槍印可の巻物あり 図にあらはし人物なと竹葉の書骸のことく画き 其巻物大氏破損し
て今僅奥書のみ存す 其文左の如し 天真正とは剱槍流像の名にして武芸小伝の書に見えたり

按に住道は本書住路に作る
摂陽群談に摂州住吉群の地
名也和名類集に載する所今
河内国丹北郡にあり丹北も
始 丹 此 （た ち ひ ） の 郡 也 後l
世分毫の談を以て丹北とな
れり又二ツに分て丹南郡生
まれり云々

玄仲

昌琢

国君元和元年大阪御在陣の時賜る所の尊句及忠英公より賜はる其句に云
元旦
よそに見し老の坂こそ今年かな
同
けふよりや世にめつるこの花の春

同
年なみや越ておさまる四海
至鎮朝臣

只今到来候条如此〃候
山もけさかすむや東西の海

能札

当地の体斗して其元の発句も承度候宗樹へ
あは

候又十郎無事に候間可心安候以上
正月五日
宗樹老
道凡老
東 雲
公税 免許 せら るるの 證状 をも 所持 すと いへど も

後年 混し て貢 納すと 云

至鎮公御発句也 宗樹は阿府の士 牛田氏の遠祖の表徳也 東雲は岡田氏遠祖の表徳也
此 家に 累代 伝る 所の 證状あ り
其文意左の古とし
覚

片岡半左衛門
印

印

福良庄屋 甚助とのへ

森 甚兵衛

一、其方今度御茶屋作事仕ニ付長谷川越前殿奉見居屋敷公一石四斗五升六合 御年貢当年より被成赦免之
条可得其意候 以上

覚

寛永十七年辰 極月二十一日

一、面口三間裏門半拾間半
此坪数一畝一歩半
高一斗三升六合勺
右は福良庄屋甚助屋敷の御茶屋繕ひ仰付御坪の内ひろく成申に付 甚助母居申候 三間に七間之家取のけ

伊藤平大夫

近藤七郎左衛門

印

印

申候 其替りに甚助となりに有之右明屋敷稲田九郎兵衛殿へ申談以御指図甚助方へ被下候處実正如件
慶安二年九月十三日
戸田半左衛門殿
中井弥右衛門殿
申上覚書之事
一、福良浦先庄屋甚助先規より能屋敷所持仕候に付太守様淡州へ御渡海被為遊候刻御代に御宿仕来候事
一、忠英様御祝言之刻御前様被為御腰候事
一、三十年巳前福良浦在所中不残失仕候處先甚助只今御座候須へ座敷一所早々取合作事仕候其後追付忠英
様次本へ被為御座候刻被為掛御腰被成御意のは爰許の火事近頃にて候所早速取繕作事等仕候段奇特に被為
思召候と御結構成御意にて百銀五枚拝領仕候就夫甚助申には今度奉拝領仕候御白銀自分に遣捨候儀勿体至

極も無御座候条せめて御奉公に御座候間入帖敷なりとも格別に立可申と心懸材木等買調用意仕候所に其時
三御奉公戸田半左衛門承届候はば我等渭津へ罷戻刻長谷川越前殿可申談旨被申其後越前殿へ被申上候得は
扨〃奇特千万成義に候とかく福良浦に御茶屋被仰付候はては不叶儀に候間幸之儀と思召候条今少広く仕候
様にと則御指図三間半に五間に被成御材木四寸掻く八十本被遣候事
一、戸田半左衛門方より同名忠右衛門被申越候は今後甚助作事御奉行に被仰付候ては無之候得共幸其元に
被居候間折々罷出見繕申付候て尤候越前殿思召候条兼而左様に相心得申様にと被申越に付得其意申と返事
仕候扨其後大工数人渭津より被仰付やねふきさくはん次第次第に被指越作事出来仕候条而諸職人賃御扶持
方御公義より可被仰付と奉存候處其節半左衛門参被申候は右之段々御次手之刻太守様御耳へ御達可被成旨
越前殿御申被成候間諸職人賃飯米甚助払申様にと仰渡候に付大阪問屋にて大分銀子借用仕悉払候尤畳等迄
自分に敷随分御奉公公立仕候得共其後何の御沙汰も無御座打過申候夫故手前不如意に罷成迷惑し候右之仕
合 故l 大阪借銀も久敷相滞申候併年々小宛納所仕漸三四以前にかりかへ当甚助相済申候事
一、当庄屋甚助手前弥不如意に罷成屋宅繕方難仕候に付以来は御公儀様より御繕被仰付被下候様にと御訴
訟申上候所在候はば御繕方可被仰付之由にて御物置ゑん通御湯殿雪隠御作事被仰付只今は愈殿様御茶室之
様に罷成申且又太守様御渡海被為遊被為掛御腰度毎に米二石宛拝領仕来候此段各様然と御存知被成間敷と
存私存智三通下憚荒増覚書指上申候御次手の刻九郎兵衛殿へも被仰上被下候已上
右の一通は姓名宛所もなく宮司たる人より呈する所の草稿を此家に伝持すと也又家紋は徳川の士岩田氏と
同紋にして元和中岩田の家より賜はりて其書札左の如し
一、筆申候御手前弥無異の由珍重候然は同姓関之進儀其元渡海之砌致一宿並往来とも段々胆煎懇慮の趣委
細承知致満足に候右の一礼申入度如斯候関之進儀も同前申達候
一、門左衛門申達候其方の先祖拙者祖父七左衛門別而目を懸御家御先祖様より拝領の定紋をも遣候筋目趣
此度飛田為右衛門殿並郡御奉行両所へも御聞置給候様のと申達尚其方若者之儀に候間頼存由申入候渡部也
五兵衛儀別而心易に付私用をも内談申事に候条拙者相応の用事も候はば可被申趣候左候はば相談をも申可

岩 関左衛門

岩 関之進

然可申入候不及言御用方昼夜共無油断相勤可申候祖父七左衛門よりの筋目の事故右の趣共乍序申入候猶当
元渡海之砌預御尋問候はば期面上心事可申述候謹言
九月朔日
福良浦庄屋 甚助殿
其許家先祖より代々三ッ階子之紋付候一件に付前方祖父関左衛門申達候書状所持有之趣遂一覧置度旨先達
而申述則今度持参被指出遂披見候所関左衛門伯手跡に相違無之候尤由来等幼年之砌より承傅三通に候間互

岩田長松

に幾久敷可申承事に候且又祖父隠居名桃山と改行年七十九歳別紙は盛の頃手跡に相見候尤書状一覧相●令

二月四日

返達候条序に如此御座候萬喜重而期面上候以上

福良浦
角蔵殿
猶又養父関之進名乗若年之節三幸と申候仍之本文之通申述候事に候以上

日下部氏家譜

関東四氏
松田 何村 井田 波多野

橋本 外田 伊藤 上田

此浦居住飛松氏所蔵する所の古状及系図等左のことし
○日下部氏
行家傅一字
同西郡四氏
共日下部之末裔也云々

右
此系図
日本武
尊神功

皇后以来有子細輛 也朝臣関東（相人損）郡橋本之吉行在備前国先祖嫡男是也不知最初仮名名字名乗非道之
人不可叶可紀其古者也此流筋目相違之者不可日下部氏為求代新重書置也雖借名字橋本名乗非親類故不載系
図人数清水寺奥坊依于落陀懇望免秀名字古雅楽助是也尾張村在宅左近進川村堪忍之衆是一類也並乗良津村
内越前守橋本名乗非道●長妖名字之者也彼者幼少之時母秀越中守外妻成故皆人々申習名乗介一類是也非親
類末代為心得書置者也
天正二稔甲戌六月二十八日

生

書判

夢を蒙淡熊代郷へ来住為子々孫々是一札を書残者也

諱は 成信

越 生道人 と号 す

此浦 前慈 眼寺の 住僧 にし て書 を以 て其名 四方に高し

永徳元酉壬正月二十五日

氏飛松左近亟衆董

釈氏

橘

代 官山城 国井堤 里ニ 住ス応 安五年 子正 月棡六 日不思 議之 霊

人皇三十一代敏達天皇後胤井手左大臣橘朝臣諸兄公末葉代

飛松氏所持の古書に云

越

其書世に珍重す 所蔵少し 法嗣一千 （俳呼用之）諱信恵 俗姓津村 書を善す 先師越生に学ベリ傍俳
諧を嗜り寛政六年寅十月十五日享年五十五にして寂す

華

蔵 俳呼 薮氏 諱粛字伯敬狷亭と号す 通称井筒屋文之助 此浦の賈人 書に名あり 初慈眼寺

越生に学び中頃京都観鵞堂の門に入 晩年二王を尚慕して書法変し頗る一家をなす 性篤恭にして奢を好
まず 生涯沍寒の日も誓て座褥を用すと云 傍俳を善せり 天明の末年伊勢廟堺住吉福良八幡三所へ奉納
仁王か 気のつかなんだ 桜哉

の五萬五千句を諸国に募り集む 其集者の一人也 浪華五流斉女媒評二千七百五十章選出の惣巻頭華蔵是
を得たり 其句に云

其頃までは未青鴬 門の正風行れず玉屑青岐の頃より俳に志ある者皆青

此時女媒宗匠より惣巻頭へ景物として肥牛一匹を装飾して●せ来れりと云 彼選出の二千餘章を印行して
貫珠 篇と号け選出 の句主へ頒 つ
羅の門に入時運なる哉日本島々の果までも正風の移り他流一門構る者自ら其門を張ること能はず世堺悉く
正風の帰せり時華蔵文化六年巳六年二月晦日享年六十一にして没す碑を慈眼精舎に建法滴 芬芳華蔵居士

雷

此浦の産にして花雷は表徳也雷の字後来に改む土師氏諱は大彰付下火器隊某の養子と成多

筆道の遺弟多し
花
川与助と称し後致仕して故里に帰り十一屋辰五と呼俳諧を唱へて京師及浪華に寓居す故に都浪淡と号す享
保中駿河の白隠和尚遠州見付の駅見性寺にて物読し給ふ時武蔵の嵐々此所を過り相見し奉の折から床に蓮
の花を投入て置れけるを挨拶に一句を吟じければ和尚脇ありて年を越て津の国なる淡々か第三して国々の
好士へもて歩行七十二候に六句筆句を加えて満尾したりと淡州には花雷の句ありその句に云
眼中の童子は牛の角文字を牽て

脇句
棹さして筏も水の曲り形

うかれ女の彦抱く迄に生伸て

三界無安猶蝸牛

乗るな乗るな楽に見へても蓮の上

阿波

淡路

摂津

駿河

武蔵

来雪

花雷

淡々

白隠

嵐々

扁薬の野飼に青草をふます

第三
掛けた土瓶に市便り侍

此句有て後尚生伸しものか

六十六国の内日向大隅のみ句なし大和土佐にて二人を加ふ花来寛政三年亥五月棡 五日享年八十にして歿
す法諱都浪淡花来斧銕居士辞世の句に云
冨士芳野一度の消つほとときす
又一句あり 娑婆寒し地獄の釜て尻あらふ

八幡宮祭礼定式
一、淡州福良浦八幡宮御祭礼霜月十五日頭の座着近年隈依有之延宝三年相改東座西座との座右三座の座着
帳面に書載申候僧座神子座は其品与に顕申候自今以後五座頭人毎年御祭礼之後早速外之帳面に加可申事
一、僧座へ引人之儀東座西座の両座より四十八人毎年引来申候然共東座西座着座之人数増減於有之者引人
之多少到其時可有料管事
一、東座西座此両座之甲乙は東座より西座は二十人程座着減少可有之候其段は引人にて指引可仕事
一、との座之座着近年少罷成候仍之東座西座より十人程引可申候然共との座之座着以来仍人多少引人可相
計之若此座着之人数多罷成候はば引人可為無用事
一、神子座の儀は如有来社人並五座之御頭人御盥廻送膳此帳面之末書載申候事
一、御輿児四人内二人は当浦両庄屋より出来候残二人は由緒仍有之賀集之庄内八幡門前之百姓相勤遅々仕

候節は福良浦年寄より廻口を以出候事
一、毎歳御神事之刻奉御輿饗之御膳二膳古来従僧座備来候事
附御輿の御供仕御頭人薪之儀は座着の方より相拵可申事
一、土器師二人従先規僧座に居来仍之毎年正月八日霜月此三ヶ月に土器入次第に持参仕候事
一、霜月十五日両座着座之許より七度半之使従古来立来候依之両庄屋出座相待膳部出申候事
附庄屋両座方へ送膳之儀一方へ二膳宛五座より二十膳先規送来候事
一、正月元旦之御供道十五日此三ヶ度之御供米弥宣方にて仕立つ来候其外臨時之御供は神宮寺奉備事
附庄屋四郎右衛門儀由緒仍有之五座へ一人宛名代出来候事
一、霜月御祭礼之刻神宮寺並弥宣方へ五座之頭人方より出物之儀帳面之通無難渋出可申事
附神楽配分之儀是又記置候事
一、霜月十五日御頭膳部二汁五菜菓子後段吸物肴献立等紙面之末の書付置申候事
一、霜月十五日座着之内相果者於有之ハ尤可為闕座事
一、五座の御霜月十五日之御神事事相濟申否来年之頭人へ相渡可申候自然損し於申は一膳分に銀子一匁一
分に銀子一匁宛為出来年の頭人請取神宮寺へ相渡し可申事
一、着座之儀従前に筋月居来候然共座着不知者有之は神宮寺へ相談於神前犱御●可住神慮事
附奉備御輿饗膳東座西座との座神子座より出之則御輿役人可為支配並御輿之御供仕役人之儀は従
五座一人宛可出之事
右十五箇の條数尋旧書守先例今般以評議改之畢猶五座之式法誌置一帙者也

一、箸

一、柴

一、枯木

一、大根

一、里芋

一、牛房

一、味噌

一、豆腐

一、構酒

一、中汲酒

一、舌餅

一、御供米

一把

十膳

一把

一把

一把

五合

一把

三合

一挺

三升

三升

白餅米二升

白米六升

霜月十五日頭出物之覚

一、割松

右十三色五座之頭人より祢宜方へ可遣之事但中汲酒豆腐味噌午房里芋大根此七色は十四日御拔之時西座
より東座へ持参申候尤東座は拔之会所たる故右七品出不申候

一、幣本

一、膝着

二帖

白米七合

米五升

一、十四日御拔之時白米七合幣紙二帖頭人に相添東座へ可参候

一、幣紙

右三色神宮寺へ十四日に出可申候

神楽配分之覚

同七升二合

内一升二合
神子資分

祢宜資分

神宮寺資分

一、神楽十二段米一年二升

同三升六合
右之外に一升二合幣の本三合三勺鈴本一合三勺扇子の本神子資分
一、旅舟神楽十二段上候時は何程上候共高之内にて雑用引相残分にて幣の本扇子之本高に應引神子遣相分
右割符之通可致配分也
一、本神楽半神楽常之神楽配分之斎十分一神宮寺資分残り三ッに分二分祢宜資分一分神子資分
附舞花は神子資分

汁 （ふくさみそ 大根 里芋 豆腐）

一、他處へ祢宜神子一所に雇し参神楽之時は神楽残三ッ分二分神子資分一分祢宜資分也
霜月十五日献立
一、あへ物 （いきす とうがらしみそ）
食

（清酒二献 中汲一献）

たたき （牛蒡五ツ）

かうの物 （瓜のみそつけ 二ツ）
はんへ （豆腐三ツ）
あらめ （醤油煮 胡麻ふりて）
二
酒
（はせ 楊枝）

小 汁 （すまし 吸口柚）
菓子
後段
（にしさかな とうがらし 味噌でんがく）

吸物すまし （あふり豆腐二ツ 牛蒡二ツ吸口柚）
酒肴

一、一人

一、送膳十五膳

一、一人

一、四十八人

一、同二人

一、上人二人

土器師

鐘撞

社人衆へ参る

庄屋四郎右衛門名代

東座西座より引人

賀集寺

神宮寺弟子

僧座着座之覚

一、二人

一、一人

一、送膳十五膳

東座西座より引人

庄屋四郎右衛門名代

社人衆へ参る

との座の次第

一、十人
一、二人

御童子

神宮寺

神子座着座之覚
一、二人

神宮寺召連参る

一、一人

一、五人

一、五人

一、送膳十膳

一、一人

一、同八人

一、上下二人

一、一人

庄屋四郎右衛門名代

円座持

御頭人

社人衆へ送る

竈

御輿廻

神子

祢宜

一、六十膳

一、八十膳

一、二百膳

一、二百三十膳

神子座

との座

僧座

西座

東座

五座御箸之覚

一、四十膳
合六百拾膳
庄屋四郎右衛門ヨリ出ル

米一斗二升 地下ヨリ出ル

一、正月十五日之御供料 米六升
庄屋四郎右衛門ヨリ出ル

一、正月元日之御供料
一、八月十五日之御供料 米六升

二

ヲ

一

テ

二

ニ

一

二

カ

一

テ

レ レ レ

二

一

二

二

ヲ

一

記其大綱 至 于澆季 祭祀之軌則可混乱者 乎越 当座氏族以一同評議 録

ンバ

貼

シテ

一

二

シ

一

一

テ

二

後世如クナル

ズコト

二

右之一帙者当浦八幡宮御祭礼万古不易之式令也今新ニ雖不克書干楮神明罸於非例旨梢伝于人口若 操 觚

不

レ

上来者也
一

延宝三乙卯霜月十五日

レ

一、上頭人出シ物ハ本頭人ノ半分祢宜方ヘ出シ頭一人ヨリ一匁宛神子座ヘ出シ座付ハ何人有之候而不残円
座持共神子座ヘ直リ申候地下ヨリ頭人一人ニ付五分宛合力仕也己年上頭人如斯上頭人一人ニ付合一匁五分
宛神子座仕座本ヘ取
帳面上書
享和三亥年
八月九月 両座頭諸式定帳
八月吉日
八幡宮祭礼百年程已前ハ八月十五日ニテ御座候所霜月ニ相成申ニ付此度申談御役所様ヘ御願申上已前之
通八月十五日ニ仕候筈尤浦困窮ニテ頭人少相成候ニ付浦立直リ候迄諸事倹約仕筈ニ申談相改候事

一、八月頭
正月神柴入

献立並餅是迄之通

同十一日

八月十日
頭人抜是迄之通

僧座殿座神子座口明是迄三通

東座西座口明

但客人数之儀モ是迄之通諸事頭ヨリ聞合使指遣申筈尤口明頭拔之節モ右同断

同十四日
十二日祢宜方ヘ座〃より持参物神宮寺より指出書付之通相渡申筈大様是迄之通ニ候得共十五日座飯無之候
故神輿舁一飯是迄之外ニ祢宜方ヨリ相賄申筈右ニ付料理物等持参相増有之候外ニ片田村土師師賄之儀土師

神子座三匁

持参之節ハ是迄之通頭座ニテ相賄十五日之座着前一飯祢宜方ニテ賄申筈尤右賄米僧座ヨリ出ル筈
饗飯 頭家ニテ相栫供申事
膳代 是迄之通
八幡護国寺弟子十五日ニ賄申儀神宮寺ヘ受込仕候事
是迄之通

御供餅 （こうすい） 是迄之通座着人ハ座ニテ裁申事
こり木等
殿座五匁

東座八匁

僧座五匁

座頭ヘ祝儀
東座黒米一斗 西座八升 僧座六升 殿座五升 神子座四升

西座六匁

十三塚酒なし

是迄之通

但得意穢多之儀ハ是迄之通

福井村穢多酒なし 東座黒米一斗二升 西座一斗 僧座八升 殿座六升 神子座四升
志んぶしや
是迄之通

尤座着之場所ハ是迄之通に建勝手ハせまく仕立候ても可然候
七度半
是迄之通出し申事
但きせるたはこハ無用

たはこ盆
十五日座料理
かいしき （胡麻） あらめ煮流 吸物 （すまし 柚牛蒡二 焼豆腐二）
清酒三献 （是迄之膳にて吸物汁椀に盛申候）

宮並神宮寺修復料として頭家より出し銀仕候筈 尤太儀に無之様銀目かるく仕候
東座五十五匁 西座四十五匁 僧座三十五匁

吸物同断

殿座二十五匁 神子座十匁 合百七十五匁
一、九月頭諸事是迄之通
料理之儀八月頭同断
かいしき胡麻あらめ
清酒三献
座之儀も是迄之通寺にて仕筈八幡行諸事先格之通
座頭ヘ祝儀 一座より六匁つつ是迄之通
福井穢多 酒無し同黒米一斗つつ同断
得意穢多之儀ハ是迄之通格別ニやりもの其家見合
官修覆料並八幡村丹生大明神修覆料掛り申時之心当に一座より三十目宛指出申筈但八月九月共
右之通相談之相極置申候以上

覚

味噌

牛蒡

豆腐

清酒

箸

割松

柴

割木

白餅米

同

同

御供白米

百五十目

二升

二把

八丁代

五把

五把

五把

一斗

一升

一斗八升

一斗二升

東座殿座神子座三座より五十目つつ

東座より一升殿座神子座より五合つつ

殿座神子座より一把つつ

東座僧座殿座神子座右四座より二丁つつ銭にて

一斗三升五合 僧座殿座神子座より四升五合つつ

五十膳

右同●三座より一座五合つつ

一座より十膳つつ

右同●

右同●

一座より一把つつ

一座より二升つつ

別ニ僧座より土器師賄

僧座殿座神子座より六升つつ

東座西座より六升つつ

福良浦

山口吉兵衛

庄屋 岡田角蔵

別当蓮国

一、亥年より卯年まで五ヶ年八月に相勤辰年霜月へ願上御聞届霜月ニ相勤諸事定メ子年迄の旧規ニ相定メ
申候

文化五年辰十一月日

荒布
一升五合

十二日祢宜方ヘ五座より持参物之覚

里芋
右之通相渡以上
二人右同●

神座●八人是迄之外一飯賄増祢宜より仕出候
土師師

●福良に関する記載は、三原郡篇三にある。
●大正十三年に謄写印刷された副本を元にし、
基本的に旧漢字は新
漢字に、仮名は現代仮名遣いに直した。
●絵図に関しては、原図をスキャナーでデータ化し添付した。
●見開き二頁にわたる絵図は巻頭にまとめた。
平成二十四年一月十日
南岳 利英

