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みどころ

バーチャル歴史散歩
　モデルプラン（１）[VRML 137KB]
　　　本島港→塩飽勤番所→笠島町並み→城山（専称寺、年寄の墓、瀬戸大橋展望）　
　　　→東光寺→本島港

　モデルプラン（２）[VRML 174KB]
　　　本島港→木烏神社（千歳座、制札場）→正覚院→塩飽勤番所→遠見山→（瀬戸
　　　大橋展望）→笠島町並み（専称寺、年寄の墓、笠島城跡）→東光寺→本島港

　モデルプラン（３）[VRML 210KB]
　　　本島港→塩飽勤番所→遠見山（瀬戸大橋展望）→笠島町並み（専称寺、年寄の
　　　墓、笠島城跡）→東光寺→年寄の墓→正覚院→木烏神社（千歳座、制札場）→
　　　尻浜仏像収蔵庫（木造弥勒仏坐像、木造薬師如来坐像）→夫婦倉→ゆるぎ岩観
　　　音（磨崖仏）→本島港

　現在試験運用中です。お気づきの点をお知らせいただけると有り難いです。
　Netscape Navigator 3.0X、Internet Explore3.0X以上のブラウザーをお使いください。
　Internet ExploreにはVRMLビューワのプラグインが必要です。
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文化財公開施設一覧

名称 所在地 電話 公開時間 休館日等 料金

塩飽勤
番所
　年寄
宮本家
墓
　年寄
入江家
墓
　年寄
吉田家
墓

本島町泊81
　　　泊225
　　　泊539
　　　笠島215

27-3540
27-3222(本島支
所)
　同上
　同上

9:00～16:00
　　終日
　　終日
　　終日

無休

200(100)円
無料
無料
無料

正覚院 本島町泊842 27-3204 9:00～16:30 無休 志納

木烏神
社

本島町泊670
27-3124(入江
宅)

終日/千歳座のみ
9:00～16:30

千歳座のみ
年末年始は休み

無料

来迎寺 本島泊731
27-3124(入江
宅)

参観予約制(電話申込み9時～16
時)

志納

笠島町
並み
保存地
区

本島町笠島 27-3828 9:00～16:00

1,2,12月の平日
は
休み(団体のみ
可)

200(100)円

笠島城
跡

本島町笠島城根 　－ 終日 　－ 　－

長徳寺 本島町笠島484 27-3135 8:30～18:00 無休 志納

笠島阿
弥陀堂

本島笠島377 27-3608
参観予約制(電話申込み9時～16
時)

無料

東光寺 本島町甲生261 27-3404 9:30～17:00 無休 無料

持宝寺 本島町大浦480 27-3839
参観予約制(電話申込み9時～16
時)

志納

尻浜収
蔵庫

本島町尻浜81の1 27-3721
参観予約制(電話申込み9時～17
時)

無料

夫婦倉 本島町生ノ浜460
の1

　－ 終日 　－ 　－
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文化財公開施設一覧

金輪寺 手島町1270の1
29-2165(合木
宅)

参観予約制(電話申込み) 無料

手島制
札場

手島町1522の2 　－ 終日 　－ 　－
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泊

 

■塩飽勤番所（国指定重要文化財、市指定文化財）

　三方を約４２ｍの土塀に囲まれた勤番所は、寛
政十年（１７９８）の建築で、門の正面に本館が
あり、左手奥まったところに御朱印蔵があります。
本館は６５０人の舟方を束ねた４人の年寄たちが
交代で政務を執った場所であり、朱印蔵には、信
長・秀吉・家康らから与えられた朱印状や海路図
をはじめ、重要書類が大切に保管されたところで
す。その中で珍しいのは漁場争いの決裁書です。
　これは徳川家親藩の高松藩と塩飽領の漁業紛争
の判決書で、判決者１１人のなかには名奉行大岡
越前守の捺印もあります。
    
    
    
    
    

■木烏神社（市指定文化財）
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泊

　遠く神代の昔、讃岐の国造であった日本武尊が、この付
近を荒らしていた悪魚を退治されたとき一羽の烏が水先案
内をつとめたという伝承の烏は、本島の玄関口、泊港の近
くに木烏神社として祀られています。社前の大鳥居は、織
田信長から朱印状を与えられ、この塩飽の海と島々を統治
した四人の年寄衆の一人、宮本伝太夫道意の子、半右衛門
正信が寛永４年（１６２７）に奉納したものです。鳥居の
右側に、江戸時代に塩飽の政所であった勤番所から島民に
伝える法度や触書などを掲示した『制札場』の建物が残っ
ています。
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

■千歳座（市指定文化財）

　木烏神社の左奥には「千歳座」と呼ばれる芝居小屋があ
ります。文久二年（１８６２）に建てられたもので、全国
で特に重要な舞台３０件の中のひとつです。
　間口17.6m、奥行8.4mの瓦葺き入母屋造りで、総建坪は
129平方メートル、舞台の中央には、直径約8mの回り舞台
や奈落が、天井にはぶどうだなまであしらった、遜色のな
い立派な芝居小屋です。
　平成元年の修復工事の柿落（こけらおとし）興行には、
東京歌舞伎の名優、中村富十郎、沢村藤十郎らが舞台を踏
んでいます。
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

■年寄の墓（宮本家）（国指定文化財）
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泊

　塩飽人名の年寄宮本家累代の供養墓で、最も大きなのが
寛永四年（１６２７）に建てた初代の年寄り宮本伝太夫の
墓で、高さ3.0m、幅0.9mである。左右にあるのは二代目年
寄宮本半右衛門以下一族の墓である。
　下部及び台石の前面に狛犬や蓮華を彫刻した位牌形の墓
は、塩飽特有のもので、他ではあまり見かけない。左端の
五輪塔は、高さ3.3m、五輪塔としては県内最大級のもので
あるが、誰のものか明らかでない。
　宮本氏は古くから塩飽の豪族で、水軍の統領として海外
に進出したり、海上の征戦や海運輸送に活躍した。近世に
至り、一族が長く人名の年寄役を勤めた。
    
    
    
    
    

■　同　入江家の墓（国指定文化財）

　塩飽人名の年寄入江四郎左衛門の供養墓で、元和６年
（１６２０）子の弘光が建てたものである。3.6mの位牌形
で、下方に蓮華と狛犬が彫ってある。
　入江四郎左衛門は、入江家の初代で宮本伝太夫、吉田彦
右衛門、真木又左衛門と４人が世襲で人名の年寄役を勤め
た。関ヶ原の戦いには東軍に味方し、宮本伝太夫とともに
塩飽水軍を率いて参戦、家康からの朱印状を受けるなどに
大きな働きをした。
    
    
    
    
    

■正覚院

http://www.city.marugame.lg.jp/old_marugame/sightseeing/kankou/honjima/midokoro/tomari/tomari.htm (3/4) [2006/01/04 18:41:35]



泊

　八が峰は、その名の通り八か国が見渡せるという本島一
番の展望台ですが、その登山道の途中に、島の人たちが
”山寺さん”と呼ぶ真言宗の古刹、妙智山正覚院観音寺の
堂塔が緑の樹海の中に、ひっそりと静まりかえっています。
　天平年間（７２９～７４８）に行基菩薩の開基と伝えら
れ、本尊の聖観世音菩薩像は３３年目毎に開扉される秘仏
で、脇侍の不動明王像、毘沙門天像、工芸品では線刻十一
面観音鏡像が重文のほか、鰐口、梵鐘など、文化財の宝庫
です。そして、毎年７月の第３日曜日に行われる夏まつり
には、全国から信者が集まります。
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

[ひとつ戻る]
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笠島

 

■笠島城跡（東山城跡）（香川県指定文化財）

　浄土宗の開祖法然上人が、塩飽に配流になった承元元年
（１２０７）には、塩飽は藤原氏の荘園で、この地に地頭
・駿河権守高階保遠が居館を構え、天正（１５７３～１５
９２）のころには、福田又次郎の居城があったが、長曽我
部氏の襲撃によって落城したと伝えられている。
　城跡は館城の形式で、郭（曲輪）、堀切、土塁で構成さ
れている。主郭は東西約３６ｍ、南北両側の尾根筋は堀切
で遮断されている。現状の堀幅は７．５～９ｍ、深さは
２．５～５ｍあり、主郭部の遺構の保存状態は良好である。
　笠島の人々は、お城の落とされた３月３日には、ひな節
句を祝わないで、八朔（旧の８月１日）の日におひなさま
を飾るようになったといわれ、現在もその風習が残されて
いる。

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

■笠島重要伝統的建造物群保存地区（国選定文化財）
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笠島

　海と丘陵にに囲まれた集落には、狭い道路が網の目のよ
うに走っている。あるものは湾曲し、またあるものは丁字
型や十字型に交差し、道路幅も違って、見通しが効きにく
い構成になっている。このうち、集落の東寄りを南北に走
る道を東小路、これに直角に海岸とほぼ平行して弓なりに
伸びる道をマッチョ通りと呼んでいる。通りに面して、格
子構えに虫籠窓を設けたツシ２階建の町屋形式の住宅が並
び、落ち着いたたたずまいの中に、中世の城下町の面影を
とどめている。

    
    
    
    
    

■尾上神社
　尾上神社拝殿は、大正５年の建築である。建物は、明治
３０年に創立され大正９年に廃校になった組合立塩飽補習
工業学校の生徒による建築であることを見逃すことができ
ない。
　ここに塩飽大工の名声をとどろかせた一端を知ることが
できる。

    
    
    
    
    

■年寄の墓
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笠島

　塩飽の年寄吉田彦右衛門の逆修塔で、寛永４年（１６２
７）に子の家長が建てたものである。高さ3.3m、幅0.7m位
牌形の下部に狛犬、台石正面に蓮華、鶴亀花瓶を彫ってい
る。吉田家は代々彦右衛門を称し宮本家三家と並んで、寛
政の頃まで、長く人名の年寄役を勤めた。向い側の角墓は
寛政の改革の際、代表して公儀へ訴願した高島惣兵衛の墓
で、その功績をたたえ、塩飽島中で建てたものである。
    
    
    
    
    

■天狗の足跡
　本島の遠見山には天狗の足跡と呼ばれている、もようの
ついた大岩がある。いつ頃から、この石の上の模様が天狗
の足跡と呼ばれているのかも、はっきりとはしないが、そ
こに行ってみると、いかにも人の足跡のような模様が、は
っきりと石の上についている。はだしの足がたでもなく一
本歯の下駄の跡でもなく、靴の足跡みたいなものであるが。

    
    
    
    
    

■遠見山展望台
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笠島

　瀬戸大橋眺望の最高の場所は、笠島集落の背後、標高１
１０ｍの遠見山である。頂上までの散策遊歩道も整備され
ており、まさに一歩一景、登るにしたがって多島美の備讃
瀬戸に巨大な大橋が目路いっぱいに展開される。それは自
分の目を疑いたくなるほど広大なパノラマなのである。

    
    
    
    
    

[ひとつ戻る]
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甲生

 

■東光寺
　東光寺は、甲生が昔、藤原氏の荘園だったので、領主の
藤原（九条）氏の力ぞえで建てられたものである。お寺の
建て方から、鎌倉時代のものと言われている。
　本堂は、とても重厚な感じの建物で、丈夫なクサマキの
木が柱などに使われている。今は葺き換えられているが、
昔は屋根に、布目がわらと呼ばれる重い瓦が葺かれていた。
普通の柱では、とてもこの屋根を支えることはできない。
　また、このお寺に安置されている薬師如来像は、国の重
要文化財に指定されている。
    
    
    
    
    

[ひとつ戻る]
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大浦

 

■持宝寺
　遍照院とも呼ばれ、正覚院の屏院として、１１世紀の初
めに建立された。
　本尊は毘沙門天で秘仏である。鐘楼門をくぐると、大師
堂、本堂、閻魔堂、客殿、庫裡等670坪の境内は、1200坪
の風致山林に囲まれ、小規模ながら屏院としての風格を備
えている。
    
    
    
    
    

[ひとつ戻る]
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尻浜収蔵庫

木造弥勒仏坐像
（県指定文化財）

　高さ85cm、檜材、寄木造の
漆箔坐像で、もとは尻浜の惣
持寺の本尊仏であったが、同
寺が廃寺になったのに伴い、
長命寺の所蔵となった。平成
４年、惣持寺跡に建立した収
蔵庫に、長命寺の本尊木造薬
師如来坐像とともに安置され
ている。
　頭髪はまばら彫りで中央に
まとめ、肉髻は２本のひもで
結んだ珍しい形をしている。
彫眼で面相はふくよかで、穏
やかな中にも気高さと厳しさ
をたたえている。
　衲衣は偏袒右肩で、右手は
ひじを曲げ、掌を前に向け５
指を伸ばした施無畏印を結び、

木造薬師如来坐像
（県指定文化財）

　長命寺の本尊仏で、檜材の
寄木造、彫眼、高さ85.0cm、
藤原時代末期の作である。
　頭部肉髻は比較的大きく、
鬢の張りは少ない。小粒の螺
髪を彫り出し、やや面長で伏
目になっている。衲衣は偏袒
右肩で、左手はひざの上で薬
壺を持ち、右手はひじを曲げ
て前に出し、掌を前向きにし
て施無畏の印を結んでいる。
足は右足を下、左足を上にし
て降魔坐に結跏趺坐している。
　内刳りにしている材は厚手
で、作風全体に海の男の気質
がそのまま投影されたような
荒々しさが感じられ、当時の
地方作の代表的なものとされ
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尻浜収蔵庫

左手は掌を左ひざの上に指を
伸ばして下向けにした降魔印
（触地印ともいう）をなして
いる。坐法は右足を上、左足
を下にした吉祥坐の結跏趺坐
である。
　墨書銘によると、この像は
鎌倉初期の建久７年(1196)の
作で、その後修理した事実が
記されているが、年代が読み
取れない。漆の剥落等の破損
が激しく、昭和６０年８月に
修復された。

    
    
    

ている。
　顔やひざの部分に破損が見
られたが、昭和６０年８月に
修理が完了し、姿は見違える
ようになっている。現在は惣
持寺跡に建立した収蔵庫に、
木造弥勒仏坐像とともに安置
されている。
    
    
    

[ひとつ戻る]
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福田・尻浜・生ノ浜

 

■園の州（福田）

　大潮の干潮時には本島と広島の中間に『園の州』と
呼ばれる砂浜が現れ、潮干狩りの観光客でにぎわいま
す。
　昔、村人たちがここで庄屋を招いて潮干狩りの宴を
催しましたが、酔いつぶれた庄屋が満ちてきた潮に溺
れ死んでしまい、悲しんだ庄屋の娘が海に身を投げた
という話が伝えられています。
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

■薬師如来坐像（尻浜）（県指定文化財）
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福田・尻浜・生ノ浜

　本尊の薬師如来坐像は、平安時代の作。客仏の弥勒仏坐
像は、もと惣持寺の本尊で鎌倉時代のものである。いづれ
も等身大の仏像で、県指定文化財であるが、破損が甚だし
かったので、昭和６０年に京都美術院で修理した。
　長命寺が無住のため現在尻浜収蔵庫に安置されている。
    
    
    
    
    
    

■夫婦倉（生ノ浜）（市指定文化財）

　木造本瓦葺の土蔵で、二連式になっているため夫婦倉と
呼ばれている。薪廻船業であった「新屋」の土蔵で、棟札
によれば嘉永５年(1852)、生ノ浜の棟梁・物部喜代七によ
って、生ノ浜の海岸近くに建てられた。新家は、江戸時代
に北前廻船業をしていたが、後に九州や徳島から大坂への
薪運送を手掛けていた。
　二連式の土蔵形態は珍しく、外側の壁は漆喰塗り、腰の
部分はナマコ壁で、内部は別棟２階建ての構造になってい
る。
　江戸時代末期から百数十年を経て、風雪にさらされ荒れ
ていたが、昭和６１年に市の指定文化財になってから、原
型のまま同じ生ノ浜に移転・復元工事が行われ、現在は往
年の美しい姿を取り戻している。
　往時の塩飽廻船の繁栄ぶりを物語る数少ない、貴重な歴
史遺産である。
    
    
    
    
    
    

■ゆるぎ岩観音（生ノ浜）(JPEG 34KB)
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福田・尻浜・生ノ浜

　この磨崖仏は、如意輪観音を浮彫にしたもので、ほおに
手をあてたお姿から、特に歯痛を治してくださる仏さまと
して信仰されてきた。
　歯痛に困ったとき、この観音さんに祈って一把の線香を
供え、その灰をほおにつけると痛みが去るといわれる。上
に乗った大岩が、軽く動いたところから地区の人は「ゆる
ぎ岩の観音さん」と呼び親しんでいる。
    
    
    
    
    
    

[ひとつ戻る]
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甲生

　　　　　　　　　薬師如来坐像
　　　　　　　（国指定重要文化財）

　東光寺の本尊、薬師如来坐像は平安時代に作られた、
ひのきの寄木造の仏様で、昭和３４年に文化財に指定
されている。薬師如来とは、人間を病気やいろいろな
悩みから救ってくれるという仏様で、左手に薬つぼを
持ち、右手の印相は施無畏の印と呼ばれている。印相
というのは、仏様の指の形のことで、大切な意味を持
っている、様々な恐れを取りのぞいてくださるという
意味があるそうだ。また、指の間に、縵網相と呼ばれ
る水かきがついているが、これはできるだけ多くの人
間を救ってくださるためだという。
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甲生

木造不動明王像
（丸亀市指定文化財）

　五大明王の一つで、大日如
来が一切の悪を払うための憤
怒相に化身したとされる像で
ある。本尊は高さ145.5cmの
寄木造、玉眼で、頭上に花形
に結った莎髻があり、火焔は
後に補ったものである。
    
    
    
    

木造毘沙門天像
（丸亀市指定文化財）

　多聞天とも呼ばれ、持国天、
増長天、広目天とともに五穀
豊穣に大切な役割を持つ四天
王に数えられている。我が国
では、福や財をもたらす神と
して信仰され、七福神の１人
ともされている。毘沙門天像
は高さ146.5cmの寄木造、玉
眼で色彩も鮮やかである。
光背は後補のものである。
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甲生

　　　　　　　応永十二年在銘鰐口
　　　　　　　（丸亀市指定文化財）

　東光寺の本殿の前に、昔は鰐口がかけられていた。
鰐口というのは、拝殿にお参りした時に打ち鳴らす
すずのことをいう。直径23.2cm、厚さ6.4cm、重さ938g。
　釣り手の鋳方に古い形式が見られるので、以前から
あった鰐口に応永１２年（１４０５）の朝倉郷天王宮
奉献の際、銘を刻んだものらしい。
　朝倉郷天王宮というのは、現在の愛媛県越智郡朝倉
村の牛頭天王社と推測されるが、東光寺に納められた
時期や由来など、詳細ははっきりしていない。
    
    
    
    

[ひとつ戻る]
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笠島保存地区

　笠島は三方を丘陵に囲まれ、集落内に網の目のように張り巡らされた
狭い道路と、これに取り付くように建つ住宅、周辺の山際に配置された
寺社など、中世以来の町並みの規模・形態がよく保存されており、瀬戸
内の島々における典型的な港町の状況を知ることができる。
　建物は江戸時代のものが１３棟、明治時代のものが２０棟ほど残って
いるが、大正・昭和初期のものも伝統的な構造と意匠をよく受け継いで
いる。これらの建物で構成する建造物群は、周囲の自然環境の豊かさと
もあいまって価値が高い。
    
    
    
    

なまこ壁のある風景
（笠島　真木邸）

　白壁に続くなまこ壁の土蔵
は特に目をひき美しい。この
地区の代表的建造物であり、
屋敷内を見学することができ
る。

二階の物置
（笠島　真木邸）

　家の構えをあらわす梁はし
っかりしていて、間に見える
竹と縄の模様が梁との構成美
を描いている。物置には船箪
笥、陣笠、陣羽織、行燈、食
器類などが保存されている。
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笠島保存地区

    
    
    
    

    
    
    
    

屏風の並ぶ客間
（笠島　真木邸）

　この部屋に入ると、いきな
り六曲一双の墨絵の屏風が部
屋の明るさと共に焼き付き大
変感動した。
    
    
    
    

書のある部屋
（笠島　真木邸）

　部屋のどの襖にも書が描か
れ、二曲一隻の屏風を配した
この部屋なども栄華を思わせ
る。
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笠島保存地区

茶の間
（笠島　真木邸）

　中庭を通っていくと、裏か
ら茶の間に通じる広い土間、
土作りの窯が目に入る。黒光
りした格子戸、柱、障子戸な
どは、畳を敷いた茶の間と調
和がとれている。
    
    
    
    

[ひとつ戻る]
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年寄の墓

　年寄の墓は碑のようなもので、人骨は埋めてなく、逆修といって
その人が生きている間に墓を建てたということで、その人の子供が建て
ることが多かったようだ。また、最も大きなものは、高さ３．０６ｍ、
幅０．９４ｍ、厚さ０．４４ｍもあり、その大きさによって年寄の権力
がいかに大きなものであったかを知ることができる。また、形は作られ
た年代によって少しずつ異なり、、下方の模様も蓮華とか狛犬など、め
ずらしいものがある。これらの墓は、道端のよく目立つところに建てら
れているが、これは島内の人々に参ってもらうためだそうだ。県下でも
一番大きいといわれる五輪塔もある。
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年寄の墓

宮本家
（泊）

　年寄宮本家代々の墓で、右
から４番目の最も最大のもの
が、寛永４年（１６２７）２
月の彼岸に建てた初代宮本伝
太夫道意の逆修塔で高さは
３．０６ｍもある。宮本家は
古くからの塩飽の豪族で、水
軍として海外でも活躍した。
ここには、宮本家歴代の墓が
全部で１０基、灯籠１基があ
る。
    
    
    
    

吉田家
（笠島）

　吉田彦右衛門貞久夫妻の逆
修塔で、寛永４年（１６２７）
に建立された。高さ３．３ｍ
の位牌形で、下部に狛犬、蓮
華、鶴亀などの彫り物がある。
吉田家は、代々彦右衛門を名
乗り、宮本３家と並んで、寛
政のころまで長く年寄を勤め
た。
    
    
    
    

入江家
（泊）

　入江四郎左衛門道慶弘光夫
妻の供養塔で、元和６年（１
６２０）に建立された。高さ
３．６ｍ、下方に蓮華と狛犬
の彫刻がある。入江家は、天
正のころすでに年寄を勤め、
慶長５年（１６００）に家康
の朱印状頂戴の時など大きな
働きをした。
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年寄の墓

    
    

[ひとつ戻る]
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遠見山の大天狗さん

むかしむかし、
瀬戸内の島のあちこちに
天狗さんがたくさん住んでおったころの
お話じゃ。
ある時、丸亀のご城下に住む
一人の男の子が
神かくしにでも遭うたか、
いなくなってしもうた。
家族のものが
四方八方手をつくして探してみたが、
いっこうにみつからん。
ほとほとに家族は困ってしもうて、
とりわけ母親は寝込まんばかりの
沈みようじゃった。
そこへある人が、
佐柳島（多度津）の大天狗さんが
失せ物や失せ人をみつけるのがうまい
という話を聞き込んできた。
そこで、男の子の父親は、
わらにもすがる思いで、
すぐに佐柳島の大天狗さんに
願掛けに行ったんじゃ。
するとどうじゃ。
それから三日後、
男の子はひょっこり家に
帰ってきよった。
男の子に聞いてみると、
    
    
    
    

「遊んどったら、急に目の前が暗くなって、
気がついたら
全然知らんところにおった」と。
通りすがりの人に聞くと、
そこは本島の弁天島じゃということで、
なんでこんなところへ来てしもうたか
さっぱりわからん。
心細うなって
しくしく泣いておったら、
佐柳島の大天狗さんが突然現れて、
家へ連れて帰ってやるという。
そんで、その背中に乗ると、
大天狗さんはひょうとばかりに
弁天島を飛び上がったかと思うと、
遠見山の中ほどにある大岩に
”うん！”と足をふんばり、
ごうごうと風を切りながら
ひとっ飛びにご城下へ連れて帰って
くれたんじゃと。
男の子の話を聞いた人々は、
「ほんに、佐柳島の大天狗さんの
神通力は大したもんじゃ」
と改めて感心したそうな。
そして、大天狗さんが足をふんばった
遠見山中腹の大岩を
「天狗の足あと」と呼んで、
今でも話を伝えておるということじゃ。
    
    
    
    

　　　池原昭治「丸亀の絵本」から
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遠見山の大天狗さん

■天狗の足あと（長さ４０ｃｍ）

[ひとつ戻る]
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遠見山展望台

　瀬戸最大の巨大橋をじっくりと真横から眺望できるのは、この遠見山
をおいてほかにその場所はありません。また、夕景色もとりわけ美しく、
瀬戸大橋をはじめ海を渡る船や島々のあかりが宝石のような輝きを見せ
てくれます。
    
    
    
    
    

　　　　　　　　瀬戸大橋の全景を望む【JPEG 27KB】
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遠見山展望台

イルミネーション
（遠見山より）

　南北備讃瀬戸大橋、斜張橋、
下津井瀬戸大橋にイルミネー
ションの明かりがともる日、遠
見山より南北備讃瀬戸大橋の光
ショーを撮影した。
    
    
    
    
    

泊港夜景
（遠見山より）

　遠景に丸亀の市街地の明かり。
瀬戸内海を航行する船の光跡、
そして、牛島の美しい島影があ
り、港に入るフェリーの明かり
が港の賑わいを引き出してくれ
る。
    
    
    
    
    

[ひとつ戻る]
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牛島

 

　本島の南、赤い灯台と狭い瀬戸をはさんで周囲わずか４Ｋｍの牛島があ
ります。ここも歴史と伝説の宝庫です。
　寛永年間(1624～43)から１世紀にわたって瀬戸内海随一の船持ちとうた
われ、西国の諸大名も一目置いたという丸尾五左衛門三代が栄華の夢をほ
しいままにした島です。いまも五左衛門の屋敷跡の大きな切石で築いた石
垣や、玄関の石段に、その繁栄ぶりをしのぶことができます。そして、同
じ船持衆だった長喜屋とともに大旦那となって建てた極楽寺には、丸尾家
歴代の墓もありますが「無限の鐘」「珊瑚の杖」など繁栄と没落の伝説に
いろどられて、いまは寺を守る人もないままに、ただ潮騒いの中で無言の
ときを刻んでいます。
    
    
    
    

■丸尾五左衛門の屋敷跡
　この屋敷跡は１６２４年頃、牛島船持衆の長者として廻
船業で栄えた丸尾家屋敷跡である。石段や礎石を見ると、
その当時の栄華がうかがえる。
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牛島

    

■極楽寺
　極楽寺には、船持衆のはなやかな時代をしのぶ遺物が数
多く残されている。「無限の鐘」は１６７７年長喜屋宗心
の寄進による。この鐘は「鳴らずの鐘」といわれ、恐ろし
い言い伝えがある。「この鐘をつくと巨万の富を得て栄華
を極めるが、やがて地獄に落ちる」というのである。
    
    
    
    

■極楽寺梵鐘【ごくらくじぼんしょう】（市指定文化財）
　極楽寺梵鐘は総高112センチ、口径64センチであり、1677年（延宝５）に牛
島の大船持ちであった長喜屋宗心の寄進によるものです。神光寺梵鐘と同じ
で大阪・堺で鋳造され、銘文も浄厳（じょうごん）和尚よるものである。縦
帯（じゅうたい）の撞座（つきざ）の上に蓮華座をつくり、種字（しゅじ）
を陽鋳（ようちゅう）する特徴も一致している。また、この鐘のもう一つの
特徴は銘文の上に十二支が漢字で陽鋳されていることである。
　銘文などから江戸時代の梵鐘であることが明らかなものは市内ではこの極
楽寺の梵鐘と、神光寺（広島）梵鐘、本島町正覚院（しょうかくいん）の梵
鐘を含む３例しかなく、これらは特徴や制作時期など多くの共通点を持って
います。塩飽諸島の文化の繁栄と浄厳和尚という江戸初期の高僧の足跡を物
語る貴重な歴史的資料であり、今回、市文化財に指定（平成16年９月24日
付）された理由です。
　この極楽寺梵鐘は、別名「無限の鐘」とも呼ばれています。

[ひとつ戻る]
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無限の鐘

それは今から４００年も昔のお話じゃ。
牛島の極楽寺という古い古いお寺に、
昔からついてはいけないといわれちょった
鐘があったそうな。
無限の鐘というてな。
もしこの鐘を鳴らしたならば、
その者に最高の幸せがやってくるというんじゃが。
しかし、あとには決してぬけられぬ
無限地獄が待っておるという・・・。
それが怖うてだれも
その鐘には近づかなんだんじゃが・・・。
或る夜のことじゃ。
一人の男がこの鐘をついた。
丸尾五左衛門といって、
島の漁師をしておった者じゃ。
おもく不気味な鐘の音が、
島中にゴォーン、ゴォーンと響きわたり、
人々は驚きとおそろしさにふるえあがってなー。
さて、鐘をついた五左衛門はというと、
昔からの言い伝えどおりさっそく
ツキがまわってきてのう。
豊漁がつづき金がどっさり
はいってきたそうじゃ。
そうして、一隻の荷船を買って
廻船業をはじめおった。
それからも、運がついて、
おもしろいほど金がもうかり
船も一隻、二隻・・・百隻と、
たちまち内海きっての大船持ちになったそうじゃ。
丸に「や」の字を船印をつけた五左衛門の船は、
「沖を走るは丸屋の船か
丸に「や」の字の帆がみえる」
と歌われたほどで、
日本中の海を走りまわっとったそうな。
ある年のことじゃった。
五左衛門はこう考えたんじゃ。

持ち船を全国の港からよびかえし、
牛島沖から下津井までならべよったら
どんなに気持ちがよかろうと・・・。
やがて「や」の字の旗のある
五左衛門の船を集めよった。
皆といっしょに山の上からこれをながめて
五左衛門はとても満足したそうじゃ。
ところがじゃ・・・。
やがて祝いの酒もりもはじまって、
大にぎわいのまっ最中・・・。
海の彼方から灰色の死の大蝶が、
羽音もたてず、ふわりふわりと
この島の上をかすめていったそうじゃ。
するとどうじゃろう。
天はたちまちかき曇り、
大地はたなびき、
海は恐ろしい嵐になった。
風がうなり、波は荒れてのう。
悪魔の狂いの姿じゃ。
朝になると、昨日の嵐など
わすれてしもうたかのような静けさになって
おったそうじゃが、
船はすっかり海の底に呑まれてしもうた。
一夜のうちにして、
幸福の絶頂からどん底へ・・・
ついに彼は狂って
無限地獄におちていったということじゃ。
ほれ、今でもときどき海鳴りすることが
あるじゃろう。
きっと五左衛門が無限地獄で苦しんで、
でられんとうなっておるんじゃろう・・・。
なんぎ思うたら、いってことばでもかけて
やってくれんかのう。
五左衛門の屋敷あとは、
今は畑となっておるが、
大きな切り石で築いた石がきと、
正面の石段が今でも残っているそうな・・・。

http://www.city.marugame.lg.jp/old_marugame/sight...g/kankou/honjima/midokoro/usijima/mugen/mugen.htm (1/2) [2006/01/04 18:41:46]



無限の鐘

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

「香川の伝説」日本標準発行
「讃岐民話集」旅行文化社出版部
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珊瑚の杖

　元禄年間のこと、丸尾家で盛大な宴会があり、鴻池の大旦那も招待さ
れていた。宴が終わって帰ったあと、その大旦那があわてた表情で引き
返し「大切なものを忘れた。それは、鴻池伝来の家宝、珊瑚の杖ですが
残っていませんか。」とたずねた。それを聞いた丸尾家の番頭は、「そ
れはご心配なことです。しばらくお待ちください。」といい奥の方から
同じような杖を両腕にかかえるようにして持ってきた。「このうちのど
れが、旦那様のでしょうか。」
　これを見て鴻池の旦那はびっくり。「自分こそは日本一のあきんどだ
と思っていたのに、丸尾五左衛門は、まだ上であった。」とすごすご帰
っていったという。
    
    
    
    
    

[ひとつ戻る]
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塩飽勤番所

　塩飽全島は豊臣時代以後、人名と称する幕府の船方６５０人が共有す
る領地となっていた。その中から選ばれた４人の年寄が、塩飽の政務を
執っていた。最初は、自宅に領地所有の朱印状を保管して、一切の政務
を取り扱っていたが、寛政の初めに行われた島治改革を機に、寛政１０
年（１７９８）に勤番所を新築し、ここに年寄が交代で政務を執るよう
になった。
　現在の建物は、万延元年（１８６０）に改築されたもので、明治以降
は村役場、丸亀市役所支所として昭和４７年３月まで使用されていた。
史跡指定後の昭和５２年、復元修理が行われた。
　正面の南側に長屋門があり、他の三方はそれぞれ約４２ｍの土塀に囲
まれている。敷地中央に玄関があり、その奥に控えの間、執務の間、表
座敷、奥座敷台所などがある。離れの座敷が年寄りの詰所で、西側の土
蔵に朱印状を石櫃に入れて保管していた。
    
    
    
    

織田信長朱印状
（市指定文化財）

　縦15.3cm、横41.0cm
紙本墨書　朱印印文「天下布武」

　信長が天下を統一し、石山（今の
大阪城）の本願寺を攻めるに当たり、
塩飽水軍の輸送力を利用するために、
当時の堺代官宮内卿法印・松井友閑
に命じたものである。書状に「先々
の如く」とあり、以前から塩飽には
特権が与えられていたことがわかる。
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塩飽勤番所

    

豊臣秀吉朱印状
（市指定文化財）

　縦32.4cm、横50.3cm
紙本墨書（折紙）朱印「糸印」

　天正１４年（１５８６）豊臣秀吉
は、九州の島津氏を征伐するに当た
って、讃岐の仙石権兵衛秀久を将と
した四国の兵6,000人を派遣した。
この時、塩飽の水主たちは将兵、食
料、武器輸送に当たり大きな功績を
挙げた。この朱印状は、その時に塩
飽の年寄に宛てたもので、塩飽から
50人乗りの舟10隻と１隻につき５人、
合計50人の水夫を出すよう命じてい
る。
    
    
    
    

    
    
    
    

豊臣秀次朱印状・３通
(1)縦46.7cm、横66.7cm　紙本墨書（折紙）朱印印文「豊臣秀次」

　豊臣秀吉は天正１９年（１５９１）、いよいよ朝鮮出兵の準備にとり
かかり、諸侯に対し石高に応じて大船の建造と船頭の徴集を命じた。翌
文禄元年（１５９２）には、竣工した船鑑が700隻に達したという。この
朱印状は、秀吉が隠居して太閤になっていたため、関白職にあった秀次
の名義で、塩飽の舟大工や船頭を差し出すよう命じてきたものである。

(2)縦29.7cm、横23.3cm　紙本墨書　朱印「豊臣秀次」
(3)縦29.7cm、横23.3cm　紙本墨書　朱印「豊臣秀次」

　(2)(3)とも文禄の役に本陣であった肥前名護屋へ、医師35人と下々の
者や奉行の者、また竹役和泉というものを遣わすので、20人の人と10個
の荷物を継舟を送り届けよという命令である。継舟とは、港々で次の舟
や水夫に中継して人や荷物を送り届ける舟をいう。
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塩飽勤番所

徳川家康朱印状・１通
（市指定文化財）

　縦46.4cm、横62.1cm
紙本墨書（折紙）　朱印「忠恕」

　慶長５年（１６００）、徳川家康
が塩飽船方650人に1,250石の領地を
認めた朱印状である。「先判の如く」
とあるのは、天正１８年（１５９０）
に豊臣秀吉から出された朱印状を指
し、同じ内容を継承したものである。
これによって船方650人は塩飽の土
地1,250石の領主となるが、同時に
有事の際は、幕府の御用船方の任務
が義務付けられた。関ヶ原の戦いの
直後、塩飽の年寄宮本伝太夫は、家
康に戦勝の祝いを述べるとともに、
秀吉の朱印状を示して、家康の継目
朱印状を賜るように願い出たところ、
１３日後の９月２８日、小笠原越中
守の取次で下賜された。
    
    
    
    

徳川秀忠朱印状・１通
（市指定文化財）

　縦46.4cm、横63.0cm
紙本墨書（折紙）　朱印「秀忠」

　徳川秀忠の継目朱印状である。慶長５年（１６００）、
家康から領地朱印状を頂戴していたが、同１０年（１６０
５）秀忠の代になり、継ぎ目朱印状が下賜されるはずであ
るのにそれもないまま、元和９年（１６２３）７月、家光
の世になった。そこで、年寄宮本助之丞が寛永６年（１６
２９）に出府して、老中に願い出たところ、翌７年（１６
３０）、家光の代であったが、秀忠名義の朱印状が下った。
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塩飽勤番所

領地安堵の沙汰書・１通
（市指定文化財）

　縦17.1cm、横78.9cm
紙本墨書（勘定奉行から塩飽島支配万年長十郎への沙汰書）

　家康、秀忠から領地朱印状を下賜された後、五代将軍綱
吉までその跡目状がなかったため、塩飽の将来を心配した
年寄たちが幕府に懇願した。その結果、勘定奉行から「家
康、秀忠公の朱印状があるうえは、以後朱印状の下賜はな
くても差し支えない」とのことを島支配の万年長十郎に知
らせてきたものである。
    
    
    
    

領地安堵の移牒状・１通
（市指定文化財）

　縦17.7cm、横123.0cm
紙本墨書

　勘定奉行の沙汰書を、万年長十郎が書写して塩飽島中に
通知してきたものである。これによって、以降は領地跡目
朱印状がなくても、塩飽全島1,250石は船方650人の所領で
あることが承認されたのである。
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塩飽勤番所

高松領と塩飽領の猟場論裁許書・２幅
（市指定文化財）

　寛保元年（１７４１）１０月２日、高松領と塩飽領との
漁場論争に下された裁決書で、もとは１枚の表裏に書いて
いたものを剥がして、２幅に表装している。裁決書そのも
のは、縦1.82m、横2.21mという広大なもので、他にはあま
り見られない。
　表面にはこの論争に対する高松、塩飽双方の申し立てと、
これに対する所見を記述し、裏面に瀬居島、小瀬居島、室
木島の各東端を結ぶ線を境界とし、それより東は高松の漁
場、西は塩飽の漁場と明確に裁決している。裁決に当たっ
た１１人の評定衆のうち８人の黒印(JPEG 23KB)があり、
その中には大岡越前守忠相の名前も見える。讃岐の方言で、
公然・公認を意味する「はちはん」は、これに由来してい
ると言われている。
    
    
    
    

東回り海路図
（市指定文化財）

　津軽海峡の東入口の下北半島から
東京湾の浦賀、館山、観音崎に至る
奥羽～関東の太平洋沿岸の海路図で
ある。港湾、河口、岬、半島、島、
岩礁、目標となる山々、要所からの
距離、安全な航海時刻、岩礁と島の
間の通路、停泊できる地点など、航
海に必要なことがらを見取り図式に
書き、所々に淡彩を施している。幅
26.3cm、長さ940.0cmの細長い地図
で、房総半島の野島崎あたりで、直
角に曲げているところは、この地図
の大きな特徴である。
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塩飽勤番所

経塚出土品および瓦経
（市指定文化財）

　経塚は、末法到来に備えて、56億
7000万年後の弥勒菩薩出世まで、教
典を保存しておこうとする考えのも
とに築かれた塚で、多くは法華経が
埋納された。平安時代末から鎌倉時
代にかけて流行したが、後には追善
供養的な目的が加わっていった。
　この寺山経塚は、本島町泊２５６
番地にあった長楽寺跡（現在の天理
教本島大教会）の裏山にあり、ここ
から多くの埋蔵品が出土している。
    
    
    
    

    
    
    
    

[ひとつ戻る]
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木烏神社

　日本武尊（やまとたけるのみこと）が、景行天皇に従わない人々を征
伐しに、各地をまわっていた頃、瀬戸内海に大きな船をのみ込んでしま
う悪魚が住んでいた。この悪魚を退治するために、日本武尊が船に乗っ
て瀬戸内海を渡っていた。すると、ものすごい深い霧が出てきた。その
時、どこからか一羽の烏が飛んできて、船の案内をしてくれ、飛んで帰
ったところがこの泊であった。その烏を祭ったので木烏という名がつい
たそうだが、祭神は大国主神である。
    
    
    
    

　鳥居
（市指定文化財）

　泊の海岸にある木烏神社の
正面に、海に向かって立って
いる。笠木と柱に特徴があり、
普通の鳥居の笠木は両端を斜
めに断ち切ったようになって
いるが、この鳥居の笠木の両
端は丸く盛り上がっている。
柱の刻字を見ると、この鳥居
は、寛永４年（１６２７）に

　制札場
（市指定文化財）

　木烏神社の境内にあり、江
戸時代に塩飽を統治していた
勤番所からの触れ書、法度、
掟書などを掲示し、一般に周
知した場所である。正面は開
放し、下半分に角格子があり、
奥の壁に掲示していた。
　塩飽の島々にはかつて２４
の制札所があり、この種の大
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木烏神社

塩飽島の年寄宮本伝太夫道意
の子半右衛門正信が建てたも
ので、薩摩の石工によって製
作されている。当時、塩飽が
繁栄し、薩摩との間にも密接
な交渉があったことがうかが
える。

    
    
    
    

型のものは泊と笠島に各３ヶ
所あった。
    
    
    
    

[ひとつ戻る]
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千歳座

　木烏神社境内の奥、本殿横に千歳座がある。文久２年（１８６２）に
建てられた入母屋造、本瓦葺の芝居常小屋で、全国で特に重要な舞台
３０件の中に挙げられている。
　間口17.4m、奥行8.3mで東面し、総面積は１２９平方メートルである。
中央に直径7.9mの皿回し式の回り舞台があり、天井にはぶどう棚、上手
、下手に大臣柱（脇柱）、ちょぼ床、下座が設けられている。平常は締
め切っているが、正面上部が板戸、下部が「ぶちょう」になっており、
ちょうつがいの付いた「ぶちょう」を前に倒すと、10.9mの突き出し舞
台になる。
　興行の時は、神社の境内が観覧席となる。楽屋はなく、木烏神社の拝
殿を利用していたようである。以前は、木烏神社の秋祭りに行う”地芝
居”と、麦の収穫期には興行師による”麦こなし芝居（受け芝居）”が
あった。
　平成元年の修復工事の柿落とし興行には、東京歌舞伎の名優中村富十
郎、澤村藤十郎らが舞台を踏んでいる。

　　　　柿落とし興行(JPEG 35KB)　　パンフレット(JPEG 32KB)
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千歳座

■地芝居 　　村の若い人達が、お盆のあと芝居の練習を始め、十月の祭り
の日に芝居を　した。練習は、振り付け師を呼んで、３０日から４０日間くら
い行い、道具　方、幕引、役者の人達１５人くらいは島の人達で、出語、囃し
方、床山の人　達は、プロの人達に頼んでいたそうだ。そのため、見物料は無
料だったが、　知り合いの人に花を打っていた。花は「１，０００びき、５０

０びき」とい　うふうに読み上げていたそうだ。 ■麦こなし芝居（受け
芝居） 　　春の麦の刈り入れ前に、島外から船で役者が渡って来て、本格的
な芝居を　見せていた。江戸時代には、歌舞伎だったが、明治以降は、新派
劇、喜劇な　ども行っていた。長くても３日間くらいの興行で、見物料金はむ
しろ１枚幾　らで支払っていた。ひいきの役者には、花を打っていた。この時
は、遠く多　度津あたりからも見物人が来ていたそうだ。

■本屋の梁組

　舞台の天井はむき出しで、
芝居小屋特有の大臣柱やぶど
う棚が完備している。ぶどう
棚は丸竹を格子状に組んだも
ので、滑車が下げられ、芝居
の効果・演出を助ける重要な
場所である。
    
    
    
    

■回り舞台下の土饅頭と石製
　の軸受

　千歳座の回り舞台は直径7.9m
ある。回り舞台は、地下の岩盤
を土饅頭状に堀り残して作った
軸受けで支えられる。回り舞台
は数ヶ所に設けられたコロによ
って回りやすいよう工夫されて
いる。
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千歳座

■回り舞台の奈落

　千歳座の回り舞台の下の奈
落は、点検等のために堀窪め
てある。その壁面は、石垣を
積んでていねいに土留めがし
てある。
    
    
    
    

■下手大臣柱にとりつく
　ハヤシ座

　下手大臣柱と下屋の間に床を
張って設けられたハヤシ座（お
囃子の演奏場所）。上手側の同
位置には、チョボ座（義太夫の
演奏場所）も設けられている。
    
    
    
    

■舞台図(JPEG 48KB)

[ひとつ戻る]
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正覚院

■木造観音菩薩像
（国指定重要文化財）

　檜材の寄木造、漆黒の高さ99.3cmの坐像。
正覚院の本尊仏で３３年目ごとに開扉する
秘仏となっている。鎌倉初期の中央作で、
かなり優れた仏師の手になるものとされて
いる。
　頭に宝髻と天冠台をいただき、正面に如
来立像を植え、髪には細かな髪筋を刻んで
いる。卵形に近い顔に両目を明快に刻み、
ほほには膨らみがあり、引き締まった唇は
細い線で縁どられている。
　左手は、蓮の花を持ち、右手をこれに添
える形で印を結んでいる。衣紋は深く、極
めて鋭く、極めて巧みな刀法で刻まれ、し
かも翻波式の名残を見せ、その意匠も心利
いたものがあり、優れた観音菩薩坐像であ
る。
　　　　　　【JPEG 29KB】
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正覚院

　■不動明王像
（国指定重要文化財）

　高さ98.7cm、檜材、寄木造
の立像で、鎌倉時代初期の作。
毘沙門天像とともに観音菩薩
像の脇侍である。
　頭髪は巻髪で、頭上は花形
に結った莎髻になっている。
眼は彫眼、右眼を見開き、左
眼を半開きにした天地眼で、
唇をかみ、上下の牙を交互に
現している。左手を下げて羂
索を握り、右手は剣を持ち、
忿怒像ながら静かな形相の中
に力を込めた表現といえる。
　　　【JPEG 27KB】
    
    
    
    

　■毘沙門天像
（国指定重要文化財）

　高さ106.4cm、檜材の寄木
造、彫眼の立像で鎌倉時代初
期の作。宝髻、天冠台をいた
だき、地髪はまばら彫りであ
る。目は怒り、口を閉じ、顔
をやや左向きにしている。左
手に宝塔を掲げ、右手は振り
上げて戟を持ち、右足を少し
上げて邪鬼を踏み付けている。
　面相は、不動明王像と同じ
ように肉どりに粘りがあり、
大ぶりの衣のしわの刀法にも
共通の作風が見られ、彫りに
共通するところがあるなど、
脇侍の２躯は同一作者の製作
と認められる。
　　　【JPEG 28KB】
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正覚院

■線刻十一面観音鏡像（牡丹獏文鏡）
（国指定重要文化財）

　直径19.8cmの鋳銅製の鏡で、表面には蓮
華の上の座る十一面観音菩薩と、下方右側
に立ち姿の婆藪仙人、左側に吉祥天を毛彫
りしている。鏡の裏面には、界圏を巡らし、
内外の２区に分けているが、図柄はその区
分にこだわらず、鏡面の全体にかけて洲浜
上に生える牡丹を右側に、左には悪夢を食
う霊獣とされる「獏」と２羽の鳥を浮き彫
りにしている。
　上部に懸釣用の小穴が２個あり、この鏡
を御正体として神前に吊していたものと思
われる。普通、鏡面に彫ってあるので「鏡
像」とも呼んでいるが、後には円形銅板に
仏像や荘厳具などを打ち出したり、取り付
けた「懸仏」に移行している。
　平安時代末期から鎌倉時代初期のもので、
鋳上げも美しく、鏡面、背面とも構図の優
れた大型の鏡である。
　　　　　【JPEG 30KB】
    
    
    
    

　■永徳元年在銘鰐口
（市指定文化財）

　鰐口は、仏殿前の軒下に吊
す金属製の仏具で、参詣者は
吊り下げてある布で編んだ綱
を振り動かして打ち鳴らす。
いくぶん細長い円で、中は空
洞、下側に横長い口があり、
それが鰐の口に似ているので、
この名が起こったといわれる。
　正覚院が所蔵しているこの

　■応永二十八年在銘懸仏
（市指定文化財）

　懸仏は、古くは御正体と呼
び、多くは神社の本地仏を円
鏡形の金属板などに取り付け、
神社の本殿、まれには仏殿に
掛け、現世安穏、後世善所、
子孫安楽、無病延命などの御
利益を祈ったものである。
　この懸仏は、元は木烏神社
横の別当長楽寺の大師堂にあ
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正覚院

鰐口は、直径33.0cm、厚さ12.1
cm、重さ7.5kgである。
    
    
    
    

ったもので、最も大きいもの
は、直径29.7cm、厚さ1.2cm、
重さ525g、丸い木板台に薄い
銅板を張り、阿弥陀坐像、花
立などを押し出し、花立には
花が挿してある。
　第２のものは直径19.7cm、
第３のものは直径14.5cm、第
４のものは直径12.1cmと小さ
くなり、いずれも厚さ0.9cm
で円形板に薄い銅板を張り、
仏像を押し出している。
    
    
    
    

　■延宝五年宥算在銘梵鐘
（市指定文化財）

　正覚院の仁王門を入ったと
ころの袴腰鐘楼に釣るされて
いる鐘である。寛永年間（1624
～1644）に、塩飽の年寄宮本
伝左衛門は亡父伝太夫道意の
追善供養のため、巨鐘をこの
寺に寄進したが、やがて損傷
して美しい鐘の音が聞けなく
なった。
　そこで、長年北国の廻舟に
従事し、常に海難を逃れてき
た信心厚い舟持衆が話し合い、
仏恩への感謝と海上安全祈願
のため、延宝５年（１６７７）
住持義全の時に、新しい鐘を
寄進したのがこの鐘である。
    

　■大般若波羅密多経
（市指定文化財）

　正覚院所蔵の大般若波羅密
多経は、折本の版木経と写経
本の２種である。
　折本の版木経その中の第４
７９巻に「建保五年（１２１
７）五月・・・・」第５７９
巻に「建保五年五月十二日書
之」の奥書があり、この経は
１２１７年以前に摺り写した
ものと推定される。
　折本写経本は、文和４年（
１３５５）１０月２１日に第
１巻を書写し始め、延徳３年
（１４９１）６月２２日に全
６００巻を折り終わっており、
１３７年もかかっている。
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持宝寺

胎蔵界曼陀羅図【JPEG 41KB】 金剛界曼陀羅図【JPEG 31KB】

　　　　　　絹本著色両界曼陀羅図
　　　　　　　（県指定文化財）

　持宝寺が所蔵する曼陀羅図で、縦119.5cm、
横101.2cm、室町時代初期の仏画として重要な
ものである。
　曼陀羅とは梵語のmandaraの漢訳で「悟りの
境地に達する」との意味である。日本や中国で
は、密教修行のために多くの仏の姿などを一定
の方式に基づいて描いた図像を指している。両
界曼陀羅は、金剛界・胎蔵界の２つの曼陀羅の
総称で、胎蔵界曼陀羅は大日経に基づき、胎児
が母体にあって生長するように、人が菩提心に
目覚め、悟りに導かれてゆく姿を展開したもの。
金剛界曼陀羅は金剛頂経に基づき、大日如来の
心の境地に至るまでの心と修行の実践過程を９
つに分けて示したものである。
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持宝寺

木造阿しゅく如来坐像
（県指定文化財）

　榧材の一木素木造で、高さ72.2cm。
平安時代後期の作と見られるが、阿
しゅく如来の古像は他にあまり例が
なく貴重な像である。
　顔は丸く下ぶくれして、首は太く
短く、両肩は幅広く分厚くて、みる
からに堂々とした重量感がある。螺
髪の粒は粗大で、肉髻は高く鬢の張
りは少ない。白毫はなく、彫眼は伏
目切れ長で唇は厚い。衲衣は偏袒右
肩で、ひだは浅く粗いが線は流ちょ
うに刻まれている。
　右手は右ひざの上に掌を下に５指
伸ばした触地印をなし、左手は左ひ
ざの上で袈裟の一端を握っている。
坐法は右足を上に、左足を下に置い
た吉祥坐の結跏趺坐をしている。
　阿しゅく如来は、大日如来を囲む
金剛界四仏の一つで、丸い鏡のよう
に万物をあまねく照らし、最高の智
を表現し、無動、無憤怒の定義とさ
れている。
    
    
    

    
    
    

    
    
    

　閻浮檀金
（えんぶだごん）

　遍照院に伝わるものの中に「閻浮
檀金」と呼ばれる「ドラ」と「にょ
うはち」がある。
　ドラは、新在家に住んでいた船乗
りさんが朝鮮から持ち帰ったもので
ある。銅で盆形に造ってあり、吊し
て打ち鳴らすものである。
　にょうはちも銅で造ってあり、両
手を合わせて打ち鳴らすものである。
ちょうど、楽器のシンバルに似てい
る。
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園の州

　昔塩飽本島の福田浦に、福田又次郎という悪い庄屋がいて、高い税を
取り立て、村人たちを苦しめていました。
　あまりにも過酷な仕打ちに憤った村人たちは、３月の桃の節句に庄屋
をだまして汐干狩に誘い、潮がひくと沖に広々とあらわれる大きな白州
に連れ出しました。汐干狩のあと、白州の上で大酒宴をひらき、みんな
で庄屋に酒をすすめて酔いつぶし、船を連ねて逃げ帰りました。庄屋の
美しく心優しい一人娘お園は、父が置き去りにされたことを聞き、大変
悲しみ、大きな松が生えている岩の上から父のあとを追って海にとびこ
みました。以来村人たちはこの松を「こがれ松」沖の白州を「園の州」
とよび、本島ではお園さまの霊をなぐさめるためでしょうか、ひな祭り
を桃の節句にしないで、八朔の日にするようになりました。
　また、お園伝説には平家にまつわる話もあります。福田に流れついた
平家の若武者と福田浦一番の美人といわれたお園が恋仲になり、この仲
を嫉妬した島の若者が若武者を州に連れてゆき殺したという悲恋話も伝
わっています。
    
    
    

【JPEG 12KB】
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　周囲１８ｋｍの広島は、大小２８の島からなる塩飽諸島中、最大の島。
広島という名前の起こりも、塩飽で一番大きく”広い島”であったことに
由来しているといわれています。
　その島の大きさに比例して、かの有名な日本初の渡米船「咸臨丸」にも、
広島は本島に続き１１人という水夫を送り出しており、その水夫たちが持
ち帰った遺品を蔵している「正福寺」や立石にある「尾上邸」には、塩飽
の男たちのかつての繁栄が色濃く残っています。
　また、島の南に位置する王頭山は島内最高峰で３１２ｍの頂上から望む
塩飽の海は、瀬戸内海屈指の眺望。青い海に緑の絵の具の塊を落としたご
とくに連なる塩飽の島々、ぐるっと遠くを見渡せば、静かに横たわる小豆
島、庄内半島・・・。かつて広島を訪れた著名な映画監督・木下恵介が
”地中海にも増して素晴らしい”と、その美しさを絶賛したのもうなずけ
ます。
    
    
    
    
    

■青木石の石切場
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　王頭山から望む瀬戸の眺望が穏やかな女性美なら、千年
以上も前に訪れた弘法大師が修行の地と定めた心経験山は、
家ほどもある巨岩が幾重にも重なりあう男性美の山。明治
２７年に山火事が起きてからは、それらの岩がむき出しと
なり、その豪快さもそれ以上になったとか。
　しかし、この弘法大師ゆかりの山も、良質の石が産出さ
れることから、今では日本有数の石切り場に。全国に名高
い青木石の産地として、霊峰から産業の山へと大きく姿を
変えました。
    
    
    
    
    

 

    
    
    
    
    

■いろは石
　石の島で知られる広島の沿道に最近、島の特産品である
御影石を使った石碑が建てられました。その名も「いろは
石」。これは、島に活気を取り戻そうと、広島出身の書道
家・藤本正樹さんが、私財を投じて建立したもので、彼の
果てしなく故郷を愛する心と夢が込められています。
　「いろは・・・」を頭文字にした名言を彫り込んだ４５
基の石碑は島内を一周する約２３ｋｍの沿道に５００ｍご
とに建てられ、雄大な瀬戸の景観に見事にマッチしていま
す。
    
    
    
    
    

■尾上邸
　広島の立石に豪壮な尾上吉五郎の屋敷があります。城と
も見まがう立派な石垣に塩飽廻船問屋の繁栄ぶりがうかが
えます。凝った構えの建物の随所に腕自慢の塩飽船大工の
高度な技と心意気が表れているようです。
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■英国士官レキの墓
　広島にはもう一つ一風変わった遺跡が残されています。
丸亀からの定期便が着く白砂の江の浦にある「英国士官レ
キの墓」。今なお美しく清掃され、花が手向けられるこの
墓は、慶応２年（１８６６）、瀬戸内海の海底調査中に病
気で急死した軍艦セルビア号乗組士官レキの墓で、当時の
乗組員たちが形ばかりの墓を建てて帰国したものを住民た
ちが哀れみ、石の墓に立て替えたものです。後年、再びこ
こを訪れた乗組員たちは、島民たちの海を越えた人情にだ
れもが一様に涙したとか。
　国境を越えた温かな人間ドラマは、美しい自然と穏やか
な島の生活をそのまま物語っているかのようです。
    
    
    
    
    

■神光寺梵鐘【しんこうじぼんしょう】（立石）（市指定文化財）
神光寺梵鐘は総高112センチ、口径64センチであり、1676年（延宝４）に氏子
衆の寄進により、大阪・堺で鋳造されました。銘文は江戸期の高僧で、梵字学
の大家あった浄厳（じょうげん）和尚によるもので、縦帯（じゅうたい）の撞
座（つきざ）の上に蓮華座（れんげざ）をつくり、種字（しゅじ）を陽鋳（よ
うちゅう）しているのがこの鐘の特徴です。
　銘文などから江戸時代の梵鐘であることが明らかなものは市内ではこの神光
寺の梵鐘と、極楽寺（牛島）梵鐘、本島町正覚院（しょうかくいん）の梵鐘を
含む３例しかなく、これらは特徴や制作時期など多くの共通点を持っていま
す。塩飽諸島の文化の繁栄と浄厳和尚という江戸初期の高僧の足跡を物語る貴
重な歴史的資料であり、今回、市文化財に指定（平成16年９月24日付）された
理由です。
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