安居橋前での写真
昭乗広場に集合

の権利を有す。
その当
時の権力からも侵す
善法律寺
ことが出来ない神聖
博物館協議会｣の取組み、｢まるごと な場所・八幡宮の庇
館｣での出口修さんの八 護のもと、商売をし
幡の歴史講義等々から ていた。柴座(燃料)、
学んで、八幡に対する 紺座(染物)等の座が
見方が変わってきました。 形成され、森町では
１
麹を扱い専売でした。
楠葉･橋本への道
竹で‼

清水祭・神事
の世話、行列
に参加する村
落の上層身分
の人たちで、
税を免除され
る等の特権
が。また日常
では生産販売
正法寺桜

街道沿いには
志水の｢三
宅安兵衛遺
志｣の碑
｢楠葉・橋本への道｣は今静かな小道で
すが、昭和40 年頃まで橋本と志水の
人々の交流が繁頻にあったそうです。
そういう
ことを想
像して歩けば感慨深い
ものです。更に歩く道
すがら民家の庭に椿、
桜、花桃、こぶしが咲い
ています。少し曲がる
と見覚えのある昨年４月に訪れた正法寺が。
竹で作られた雛飾り
がお見事でした。
次に髙井さんが案内し
て下さったのは八幡宮の

街道には花々、雛かざりが･･･
4 月4 日、今回も｢まちか
ど博物館城之内｣の髙井輝
雄さんと出口修さんが案内
をして下さいました。
総勢19 人(初
交通・経済の要衝
めての方が4人)
中世の八幡では水
吉田東子さん作の旗 家康とか信長等の
で出発です。
この日はとても良い天 全国区の人が八幡に
社務家だった新善法
気で暑いくらいの陽気で ゆかりがあるのを知
寺家旧邸跡 ３ で
した。街道筋には花々が ったのもあるけれど、
す。太い椿の垣根が
八幡に生きた多くの人々
咲き、まちかど博物館協
残っているだけなの
の暮らしとかなりわい
正法寺
ですが、跡地が残
議会の雛飾り(３・25～
２
を知る中で、八幡に愛着
陸 交 通 路 が 整 備 さ されているのが今では珍しいし、かつての繁栄
泥松稲荷社
4・10)が随所に見られ
が持てだしたように思
れ、東高野街道、京街 が夢のようでした。社務家は神領内でトップの
、
昭乗広場から八
道、山陰道と木津川、淀 力をもっていたようですから。 善法律寺拝観
います。不思議ですね。
幡駅までの４㎞
当時を生きていた方々の息吹が感じられるよ
今回は律
を歩きました。
うな。まだ入り口に立ったばかりですが。
寺の住職の
神 人 (じにん) が存 在 した
川の利用が高まり、交通
知ることで・・・
松浦さんに
八幡では八幡神遷座から社務家の周りに門前
犬矢来
の要衝として重要な位置
過去３回の歩き、｢まちかど
本堂を案内
を占めたそうです。
して頂きま
した。普段
説明を受ける
は公開され
多くの人々が八幡を行
2017 年４月 27 日/84 号
ていないの
きかい、門前町は賑わ
善法律寺本堂
３
＜発行＞八幡まるごと館/八幡市男山松里１２－２０
で貴重な体
ったと聞きます。この
験でした。
新善法寺家旧邸跡の椿
（TEL&FAX）０７５－９８３－３６６４
日光(じっこう)椿
善法律寺は八
のような経済、交
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net
幡宮社務の宮清
通、地理的条件を
ホームページは http://marugotokan.net/
しだれ桜
が東大寺実相上
町が少しずつ出 備えた八幡が度々
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
人に帰依し、1257
来上がってきた。
●
年私宅を寺に改
そこで神人の
八幡まるごと館は街行く人のだれもが自由に立ち寄れ
めたことに始ま
果たした役割が
虫籠窓(むしこまど)
る“地域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。
る。
律宗。
『本堂は八幡宮の旧社殿の材料を
あったかと思い
権力闘争の要衝として戦火に
和菓子で‼亀谷芳邦 あうことになったのです。４ 用いたと伝える。寛永 16 年(1639)頃
ます。神人は石

の建立とみられ、神仏習
合の数少ない貴重な建造物
である』(当寺栞より)。本尊
は八幡大菩薩像で、木造、右
手に錫杖(しゃくじょう)、左
手に宝珠を持つ坐像で、八幡
宮本殿から明治の神仏分離
の際に当寺に移された。平安
時代末頃の作。僧形八幡神像
八幡大菩薩像 とも呼ばれる。八幡宮の祭神。
時代を超えて多くの文化財が
住職の松浦さんはとても
詳しく説明して下さいまし
た。愛染明王像は目が３つあ
って手が6 本、色々なものを
持てます。不動明王像ともに
鎌倉時代のものだそうです。
700年も維持されているのです。阿
弥陀堂(奥殿)には地蔵菩薩立像が。
左手に錫杖、右手で袈裟を手繰り

５

五輪塔

寺家の菩提寺の当寺に
多くの紅葉の木を寄進
し、多くの紅葉が茂って
いる』(当寺栞より)秋に
は境内の紅葉がきれい
で、カメラを持った
方々が多く来られま

す。鎌倉時代後期の元大
乗院(今の八幡市駅辺り
にあった。
明治2年まで)
の石塔。放生川に転落し
ていたものを当寺に移
したと言われる。 ５
住職さんお忙しい
中、時間を割いて下さ
いましてありがとうございました。(３つの像の
写真は当寺の栞より諒解を得て載せています)

まちかど雛まつりは
今回で6 回目です。スタート

なかなかウィッ
トに富んでいます
。髙井さんは昭
乗が椿の愛好家
で、当時昭乗が

絹川家

安居橋で昼食２
愛でていた｢八幡椿｣を探してお
12
月
15
日まで。
最終日には
八幡のどこかにあるので
元・丸太酒店 られる。
｢午前 2 時に大きな松の木に
はないかと思います。400 年近

綱をかけ掛け声をあげて町
中を引き進み、放生川をわ たり猪鼻坂をか
け声ともにかけ登り、本殿の前に・・｣(たん
けん八幡より)。江戸時
代の終わりまで続いた
そうです。二ノ鳥居
く経っています。
をちょっと進んだ右手
安居神事のこと
本妙寺
に猪鼻坂があります。
神領内では、1182 年年源頼
これも八幡の歴史です
二ノ鳥居
朝によって｢安
居神事｣が始め
まだまだお宝が・・
られたと言わ
髙井さん、出口さん、
れる。
こ
参加者の皆様ありが
れは武
とうございました。街
家を守護
道沿いの雛飾りを見
するため
て歩くだけでも楽し

時は協力者を募
るのが大変だったことと
推察します。街道の成り
持つ珍しい形でした。他に十一面
立ちからその歴史・変遷
千手観音像、宝冠阿弥陀如来像も。
を知る中で地域に誇りが
い事で
浄泉寺
廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)
持て、地域を甦らせる取
したが、説明して下さって、皆様
八幡宮は神仏習合の先駆で宮寺
組みをなさ
ギャラリー城之内
り
と共に、
楽しい1 日を過ごせたこ
でした。以前書きましたが、明治に
っておられ
藍
のもので、八幡神領では
と
を感謝致
入るまでは、毎日読経が聞こえ
る。なかなか
江戸時代家康から 361 通
愛染明王像 、48 坊と言われるくらいのお寺が
のことです。
山上にあった。想像すればわく
燕が巣を‼ ひとがつな
の朱印状を得、守護不
わくします。明治に入ると神仏
がるのには時間がかかりま
分離令により、仏教関係のもの
す。学ぶことが多くあります。
高良神社
は悉く壊されたり、取り払われ
八幡のまちを詠みながら
します。街道にはまだま
たと聞きます。行方がわからな
みささ堂
街道をゆく
だお宝がいっぱいあり
いものも多くある。八幡大菩
と、東高野
そうです。知らないだけで。
入・検地免除の権利を得
街道を歩い
不動明王像
た松花堂昭乗
つばき
薩像は僧の形だから
(
て、幕府の天下泰平ため
1582～1639)の句が随
でしょうか。当寺で祀 八幡図書館
に安居神事を行なった
所に掲げられていまし
られることになった。
と聞きます。安居の頭役
た。寛永の三筆のひとり昭乗が北野に吟
た
頓宮
宝冠阿弥陀如来像
は一世一代の名誉だった
行した時に詠んだ八幡の句。城之内は
2015年11月16日
も頓宮から当寺に。
と言う。9 月 15 日から 髙井さんには雛祭りクイズも用意していただき楽し
『神無月ほそくにかくや状の中』旧暦
みました。テーマが決められ
通称もみじ寺
1。
10 月を紙無月と
み、脈絡もなくだらだら書き
ず
『律寺は足利氏とゆか
読ませて、紙が無
ました。小さい字乱文でごめ
りがあり、宮清の孫の通清
いので手紙を細
んなさい。皆様ありがとうご
の娘・良子が 2 代目 将軍
く書いた、｢状の
ざいました。(参考として髙井さ
足利義詮に嫁ぎ、3 代将軍
４
中(ｳﾁ)｣と城之
んと出口さんの資料、
｢たんけん八
義満を生んだ。良子は善法
安居橋で昼食１
一ノ鳥居
正平役園殿口古戦場跡
幡｣より)
内がかけてある

(うえたにじゅんこ）

