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地元学でさぐる池野の魅力  

コミュニティまちづくり計画での実践報告  

池野地区コミュニティ運営協議会まちづくり計画 

 「池野探索」活動委員会 地元学班 

船津 建 

１．コミュニティ単位での地元学調査実施に至る経緯 

１．１ 地元学との関わり 

1990 年代に入って「地方の時代」、「まちづくり」といった言葉をしきりに耳にするようになった。しかし、往々にし

てそれは掛け声倒れになり、実際に特色ある地域づくりに成功した「まち」はごくわずかであった。そんななかで水

俣市の吉本哲郎さんが提唱された「地元学」が新たな方法論として脚光を浴びるようになった。その具体的な内

容や実践についてはすでにさまざまな報告がなされているのでここでは触れず、筆者がこれまで地元学とどのよう

に関わってきたかについてのみ簡単に振り返ってみたい。 

宗像市は比較的早い時期から地元学に取り組んできた。2003 年には鐘崎地区において「筑前玄海魚まつり」

が開催されたが、筆者はまつりの参加者として地元学調査を実地に見聞した。また 2006 年には名残地区におい

て地元学調査が行われたが、これにも一市民として参加した。ディジタルカメラで撮影した写真を模造紙に貼り付

け、多色のマーカーで説明を書き込んでいくというディジタル＋アナログの整理手法が新鮮で、新たな可能性を

実感することができた。 

2009 年には当時勤務していた福岡教育大学の学生たちを引率して吉本哲郎氏のお宅に合宿させていただい

た。ちょうどその頃出版されたばかりの岩波ジュニア新書版『地元学をはじめよう』[1]にある通りの里山に位置する

お宅で、お母様と奥様の心のこもった手料理に舌鼓を打ちながら、直接地元学のこころを説いていただくという幸

運に恵まれた。吉本氏は 2004 年に旧大島村での地元学に招かれた経験から、宗像での地元学で心がけるべき

点をいくつか示唆してくださった。その当時は筆者自身あまりピンとこなかったのだが、氏が古くからの信仰の跡

の意義について強調されたのが記憶に残っている。 

また吉本氏と並んで地元学の東の代表的存在とも言うべき結城登美雄氏が JA むなかた主催の講演会で自ら

の活動を紹介され、興味深く拝聴した。食品や道具が満載された結城氏の本も「あるもの探し」のお手本のような

貴重な資料だった。 
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このようにして地元学について個人的に学びながら、一方で勤務先の大学においてその手法を取り入れた「総

合学習」の授業方法開発に取り組んだ。2005 年から３ヶ年かけて「元気になる授業の創り方」と題するプロジェクト

を立ち上げ、多様な専攻分野の学生と教員が協働する形で総合的な学習の可能性を追求した。その過程で、地

元学と総合学習は非常に相性がいい、基本理念が同一であるとの認識に達した。プロジェクト最終年(2007)には、

筆者がかねてより漁村留学制度支援のため関わっていた宗像市地島をフィールドとして、「あるもの探し」「ものづ

くり」「食の文化祭」の三本立てで総合的な学習の実習を行った[2]。地島は過疎化の波にさらされてはいるが、島

の住民自らが漁村留学をはじめ外からの風を積極的に受けとめながら活性化策（宗像市元気な島づくり事業）に

取り組んでいる地域である。そのような共同体で地元学を実践できたのは筆者にとって貴重な体験となった。 

１．２ 池野のまちづくり計画策定と地元学 

平成 19年（2007）年度、計 6回にわたって「池野地区まちづくりワークショップ」が開かれ、その年度末に『池野

地区まちづくり計画』（原案）が作成された。さらに平成 20 年度に入って最終的に『池野地区まちづくり計画』が策

定された。筆者も住民としてそのワークショップに参加した。その計画において「文化を育み、伝統を語りつぐまち」

という将来像を追求する活動のひとつとして、「地元学による地域のあるもの探し」が位置づけられた。そしてこの

活動は３年以内に開始することとされた。その後の３年間、まず「地元学とは何か」について学習会を持った。吉

本哲郎氏の『地元学をはじめよう』及び『風に聞け、土に着け～風と土の地元学』[3]をテキストに、地元学の手法

を学ぶとともに、池野における地元学の方向性を議論した。地元学のあるもの探しの趣旨や方法論には実行委

員のメンバーに異論はなかったが、「得られた情報を地域で共有し今後のまちづくりに活かす方策を話し合う」と

いう部分に関しては意見がまとまらなかった。自分の地域についてより深く知り、その情報を共有するのはいいと

して、「今後のまちづくりに活かす方策」まではとても責任が持てないというのが率直な反応だった。司会役を務め

ていた筆者自身も、水俣の共同体再生をめざして始まった地元学の活用策をそのまま池野地域に当てはめるの

は無理があると判断し、とりあえずはあるもの探しと情報の共有にとどめることで合意を得ることに努めた。そうして

みんなの気持ちが少し軽くなったところでさっそく「まちづくり計画実行委員会地元学班」は活動を開始し、主に史

跡を中心に数回にわたって下調べを重ねた。まちづくり計画立案から３年目の平成 23 年度、「孔大寺山歴史探

訪」と題する第一回目の地元学調査を行った。それから今年 28 年度にかけて合計７回の地元学ワークショップを

開催してきた。 

１．３ 池野の地元学の特徴 

宗像市内どこのコミュニティ運営協議会でもワークショップ形式で「まちづくり計画」が策定されたようだが、すん

なりと実施に移すことのできたところは比較的少数だったと聞く。池野の場合は策定後５年くらい経ったところでみ

ても、計画はだいたい順調に実施されつつあった。地元学も初めての取り組みにもかかわらずほぼ円滑に運んで

いる。その要因として次のような点が挙げられるだろう。 
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 まちづくり計画の策定に携わったメンバーの多くが、その後も役員や実行委員として残ったために継続

性を保つことができた。 

 いろいろな活動を進めるにあたって、取りかかりやすいものから順に年次計画を立てて実施したために

無理がなかった。 

池野の地元学の特徴としては次のような点が挙げられる。 

・ 地元学は初めての取り組みなので十分な準備期間をおき、関心のある人々が自主参加する形式を取っ

たために、せざるをえない義務という感覚で臨むことが少なかった。 

・ 池野の場合、地元学を実施するメンバーの柱となる「風と土」のバランスがもともとよく取れている。すなわ

ち、先祖代々池野に住む人たちと、池野の風土に魅かれて移り住んだ人のバランスがよい。さらに詳しく

言えば、土の中にも２種類あって、生まれてからずっと池野で暮らしてきた人と、一度外に出て U ターン

してきた人がいる。また、風の中にも２種類あって、定住を目指し移り住んできた人と、よそに住んでいる

が池野に魅かれて訪ねてくる人があり、それぞれがバランスよく活動に参加しているということである。 

・ 地元学班のメンバーは多少の入れ替わりはあるものの、ほぼ 10人程度が核となって継続的に活動に取

り組んでいる。 

・ 歴史学や民俗学の専門家は一人もいないが、みんなそれぞれ学びつつ素人として探索と聞き取りを楽

しむことを主眼に調査を続けている。 

・ 毎回の調査結果をパネルにまとめるが、同時に後日活字化することで情報の共有化の可能性が広がっ

た。 

このパネル作成については、これまでの経験から次のようなことが指摘できる。 

 パネルの長所 

① みんなで即日共同作業してまとめる楽しさ 

② 手書きの味わい 

③ 多様な視点が盛り込める 

④ 文化まつりなどでの展示に向いている 

 パネルの短所 

① 短時間でまとめるため、記述が網羅的で浅いものになりがち 

② 文献調査、聞き取り、現地再調査の必要が生じる 

③ 人の目に触れる機会が限られる 

したがってパネルの長所を活かしながら短所を補う方法として、調べた内容を活字化することには意義がある。

特に現在は写真入りの文章が作成できるうえに、プリンターの性能が向上し手軽な製本器具も整っているため、
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印刷所に依頼せずとも簡単に冊子にすることができる。池野では毎年その年度の実践を加えて増補版を作成し、

文化まつりなどで住民に実費で頒布している。 

２．地元学実践例の紹介 

２．１ これまでに行なってきたこと 

第１回から第４回までの地元学調査の概要は以下のとおりである。 

第１回：孔大寺山（こだいじやま）歴史探訪―平成 24 年 3 月 5 日 9:00～17:00 参加者：21 名 

青少年育成部会とタイアップしたため小学生の参加も多かった。予備調査に基づいて３グループに分け、参

道、本殿、頂上の様子をそれぞれ調べることにした。本殿までの石段を正確に数え、従来 810段と言われてきた

のが実は 860段であることを突き止めたり、頂上付近に放射状に８つもの洞窟のあることを発見するなど収穫が多

かった。 

第２回：田野史跡めぐり―平成 24 年 11 月 23 日 13:00～17:30 参加者 21 名 

宗像市文化財係の白木英敏氏を迎え、一緒に回った。瀬戸古墳や鎧塚、依嶽神社など身近にありながらほと

んどの人がこれまで訪れたことのない場所が多かった。特に鎧塚はこの近辺では珍しい宝篋院（ほうきょういん）

塔で、白木氏の指摘で江戸時代の様式であることが判明した。 

第３回：平家伝説の跡を訪ねて―平成 25 年 5 月 26 日 10:00～16:00 参加者 15 名 

目玉は孔大寺山８合目あたりにある巨石「五位の石」で、『平家物語』巻八「太宰府落ち」の一場面に関連した

伝説を秘める。他に平家の落人平信盛の笠塔婆、信盛の子孫ゆかりの金鉱跡などをめぐった。「五位の石」には

後日、伝説を紹介する説明板を設置した。 

第４回：池野の海辺を歩こう！―平成 25 年 10 月 20 日 13:30～17:30 参加者 21 名 

池野は大部分が森林と田園だが、田野浜という白砂青松で名高い海辺も抱えている。田野浜を散策し漂着物

を採取しながら、地元の方たちに松露の採れていた往時の思い出を語ってもらった。漂着物は石井忠先生に倣

って分類し[4]、池野文化まつりで展示した。 

以上の４回についてはその都度パネルにまとめたが、最初の３回は写真データの保管が不十分だったため活

字化できなかったので、追って整理する予定である。今回の報告ではパネル作成の後で活字化も行なった第５、

６回についてのみ以下の節で詳しく紹介する。 
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２．２ 池野の石碑・石仏めぐり 

池野には過去 2、30 年のうちに中小規模の新興団地が５、６個所できたとはいえ、ほぼ昔ながらの町並みや景

観が保たれている。散策していると路傍のあちこちに素朴な石仏や石碑を見かける。その多くは２～３百年も前か

ら同じ場所に立っているのだ。その意味で宗像市のなかでも珍しい地域のひとつではないだろうか。 

かつてこの池野の史跡をつぶさに調べてマップを作製した方があった。地元釣山集落の永野千春さん（84 歳）

だ。20 年ばかり前、池野公民館長をされている頃に作成されたもので、公民館の講座や史跡めぐりなどに活用さ

れていたものだ。その貴重な資料に基づきながら、地元学班のメンバーは現地をあらかじめ下調べしておいてか

ら参加者を募り「石碑・石仏めぐり」を催したのである。池野全体を回るのに全部で４回かかったが、①畑集落②田

野地区５集落③梛野、上大王寺、下大王寺、竜王集落④笠松、木原、坂名、釣山集落のうち、今回は①、②につ

いて報告する。以下、文体は冊子の通り「です、ます」調とする。 
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池野の石碑・石仏を巡る１～畑（はた）集落  

2014 年 10 月 19 日 

池野地域はお地蔵さんをはじめとする石仏や、庚申碑、猿田彦大神（さるたひこおおかみ）の石碑などが数多

く点在し、大半は今も地元の人の素朴な信心の対象で、花や食べ物が供えられています。これから数回かけてそ

れらを巡り、地元の人たちの話を聞きながらいずれはマップを作製する計画です。 

 第１回目は、遠賀郡との境に位置する

畑（はた）集落を歩きました。秋晴れの 10

月 19日（日）、14名の参加者は、まず集落

入口にある猿田彦大神の石碑と２体のお

地蔵さんの前に立ちました。石碑の裏面に

は「嘉永 7年 7月吉日」と刻まれています。

1854 年、今からちょうど 160 年前に建てら

れたものです。お地蔵さんの方は２体とも

風化が激しく、姿もよく見えない状態です

が、今も花や果物が供えられています。 

 地蔵は舟形浮き彫り式で、右側のは右手に錫杖（しゃくじょう）を持っているのがかすかに見て取れます。この

形式のものは延命地蔵で、冥界に行く者を救うとされたそうです。 

猿田彦大神と地蔵の向かい側、狭い市道を挟んでタブの古木が立っています。いかにも御神木という風情の

老木で、樹霊が宿っている感じがします。ときどき見知らぬ人がこの樹に惹かれて上って来て、写真を撮ったりス

ケッチをしたりするそうです。 

20 年前はこの樹にもまだ勢いがあって、大枝が二

本、形よく腕を広げていたのに、それも順に枯れ、今

では年々小さくなっていくようで寂しいと、この樹の近

くに住む２軒のお宅の方々が口をそろえて言っておら

れます。 



68 

 

タブの木の下の道を 100 メーターばかり

上った道端に、赤い腹がけをしたお地蔵

さんが２体あって、ここにもまたお供え物が

絶えることがありません。 

腹がけはもともと幼くして亡くなったわが

子が、三途の川を渡るときに迷わないよう、

お地蔵さまに導いてもらうために、生前身

に着けていたものを、母親が地蔵に掛け

て、わが子の匂いを知ってもらおうとしたも

のだそうで、その意味からすると、新しく縫

って掛けるのはまったく無意味なことだと

望月信成『地蔵菩薩』に書いてありました

[5]。 

 

最初の地蔵と二番目の地蔵のちょうど中間地

点あたりに右のような道標が立っています。 

裏面には大正 12 年参宮同行という文字ととも

に５名の名が刻まれています。一緒にお伊勢参

りをした集落の仲間が寄進したものでしょう。現在

の道が拡幅舗装されるとき旧道から移されたそう

ですが、今も三差路の隅に立っていて、「をんが

道」と刻銘され、西側が赤間、東郷、田島、神

湊、北側は以志はら（石原のこと）と書かれていま

す。今から 91年前に建てられたものです。 

この道はまた、もっとはるか昔には「万葉道（ま

んにょうどう）」と呼ばれ、遠賀から垂水峠を越え

て太宰府に到る最古の官道でもありました。背後

に見える山は宗像最高峰の孔大寺山（こだいじ

やま、499m）です。 
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「をんが道」の道標から 150 メーターほど東に

上った人家の隣に「庚申尊天」と書かれた自然形

のかなり大きな石碑が立っています。ここも水や

ご飯などが欠かさずお供えしてあります。最初の

猿田彦の碑が集落の入口なら、ここはちょうど中

間点くらいにあたります。碑の裏を見ても、文字が

刻まれているかどうかすら定かでなく、いつ頃建

てられたものかまったく分かりませんが、江戸時

代であることだけは確かでしょう。 

  

 

 

 

 

「庚申尊天」の碑からさらに少し東に上ると左に曲がる道に

出ます。それを 100 メーターばかり進むと突きあたりが変則四

差路になっています。その辻にもまた「猿田彦大神」と太く力強

い字を刻んだ長方形の石碑が木立の陰から顔を覗かせていま

す。この碑のそばにタブの木はなく、代わりにヤマモモとスダジ

イの大木が碑を守るように立っています。こちらの方が最初の

「猿田彦大神」碑よりも新しそうに見えますが、裏の文字が読み

とれない、というか文字があるかどうかも定かでないので確かな

ことは分かりません。 

今回は時間の関係で回れませんでしたが、畑集落にはあと

２か所、猿田彦又は庚申塔があります。ひとつの小さな集落に

５本もあるとは、この集落が昔はもっと人家も多かったことを伺

わせます。地元学班の事前学習で調べたところでは、庚申塔

はもちろん、猿田彦の碑も「庚申さま（庚申待）」と関係がありそ

うです。 
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そもそも『古事記』や『日本書紀』に登場するサルタヒコは、天孫降臨の道案内をする国つ神ですが、そのあまり

に複雑多様な性格から謎の神と言われます。サロ（のちの新羅）系渡来人金工集団が創り、祀った神だとする説も

あります[7]。また、畑（ハタ）という地名について、古代に冶金鋳造技術を持った新羅系渡来人秦氏（はたし）一族

が鉱山を探して四塚連山を歩き、修験道を残したこととの関連も言われています[7]。 

『玄海町誌』によれば旧玄海町地域には猿田彦を祀った神社

が六つもあります。海人族とのつながりなども興味深いのですが、

今回は庚申信仰との関係だけ見ることにします。 

近代以前の月日や年号は、十干十二支にもとづき、甲子（きの

えね）から始まり六十で一巡するものでした。したがって庚申（かの

えさる）も 60日あるいは 60年に一度巡ってきます。庚申の日には

天帝が人の悪事を裁くので、寝ずの番をして自分の悪事を天帝

に報告させまいとする考えが広まり、近所や仲間内で集まり一緒

に徹夜する習慣が始まったのです。それが庚申待ちで、江戸時

代に最も盛んだったそうです。 

祀るのは仏教系の青面金剛（しょうめんこんごう）だったり、神道

系の猿田彦だったりまちまちですが、猿田彦の方は元禄時代以

降に祀られるようになったとのことです。そしてその碑が建てられ

たのは江戸時代末期が最盛期だったそうで、今回最初に見た猿

田彦の碑も確かに江戸時代末期のものでした。 

庚申信仰は明治に入ると政府によって淫祀とされ、急速に衰退

しますが、宗教的な性格は薄れても、ムラの親睦・連帯をはかる行

事として戦後まで生き残りました。畑集落でも、40 年くらい前まで

はまだ家周りで実施していたそうです。上の絵は畑の野田という

隣組の庚申さまで使われていた掛軸で、明らかに猿田彦大神の図です。かなり古いもので、何度も修復した跡が

あります。庚申待ちはすたれましたが、この掛軸は「宮座」で現役を務めています。猿田彦は田の神の性格もある

ので、毎年 10月の第二日曜日に収穫感謝の祭「宮座」が開かれます。非農家の家も２軒ありますが、今は隣組親

睦の色合いも強く、全 12 軒が集まって飲食しながら楽しく談笑します。それをこの猿田彦大神が上座からほほえ

ましそうに見下ろしておられるのです。 
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石原入口の猿田彦石碑から「をん

が道」に抜ける道を 50 メーター下っ

た路傍に、お地蔵さんがひとつ大き

な石に乗っかって立っています。舟

形浮彫の古いものですが風化が激し

く顔もよく見えません。 

 

 

 

 

石原の林の中は石仏や木彫りの仏さまの宝庫です。猿田彦の石碑から集落に入り、国道 495 号線に抜ける少

し手前を左の木立に入るとすぐに、まず見えてくるのがずらりと居並ぶ十三仏です。右から不動明王、釈迦如来、

文殊菩薩、普賢菩薩、弥勒菩薩、薬師如来、観世音菩薩、勢至菩薩、阿弥陀如来、阿閦（あしゅく）如来、大日

如来、虚空蔵菩薩です。 

しばし仏像を眺めていた地元参加者のひとり（67 歳）が、「あ、うち方のばあさんだ！」と奉献者のなかに祖母の

名を見つけて驚きの声をあげました。 
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十三仏の向かい側に小さなお堂がありま

す。その入口には「宗像東部霊場 63 番札所 

毘沙門天」と看板が掲げられています。地元の

長老の案内でお堂のなかに入ってみました。

なかは十数人が座れる広さで、2 年に一度「千

人参り」といって、宗像の霊場巡りをする人たち

が仏像を拝んでからひと休みするための場所

だそうです。西部霊場と１年交代で回るのです

が、千人はもちろん大げさで、実際には巡礼者

の数は年々減り、今は40人くらいがお参りに来

られるそうです。昔は集落としておもてなしして

いたけれど、今は有志でしているとのことです。 

さて肝心の毘沙門天はと、お堂正面に目を向けると、

覆いがしてあって簡単には覗けません。地元長老の許し

を得てなかを撮影させてもらいました。左の写真が御本

尊ですが、どう見ても四天王の随一である毘沙門天のい

かめしさとはほど遠いかわいらしいお顔です。長老もこの

場所のことは「観音様」と呼び、この仏像は腕がもげて額

の飾りも盗まれたのだと説明してくださいました。神仏習

合の時代に孔大寺権現にあった本地仏は千手観音で、

明治初年の神仏分離令で畑集落石原に観音堂が建て

られたと『玄海町誌』に書かれています。町教育委員会

の調査よると文化13年（1816）に奉納されたと記されてい

るとのことです[9]。しかしこの仏像の頭部はどうみても千

手観音には見えません。宗像六社と呼ばれる神社の内、

他の五社（宗像三社、織幡神社、許斐権現）の本地仏は

すべて鎮国寺に保存され、県の文化財となっているのに、

孔大寺権現の千手観音は山麓のお堂に移され集落で

大切に祀られているものの保存状態は決してよいとはい

えないのが残念です。お堂入口に毘沙門天と書いてあ

るのは、四国の 63 番が毘沙門天だからで、宗像東部霊

場は番号だけを踏襲しているということのようです。 
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この立像の足元に二体の仏の座像が

あります。これもまた全身を赤い布に覆

われているため姿がよく分かりません。

見たところ左の弘法大師らしきものはさ

ほど古くはなさそうです。右側の浮彫り

様式のものは孔大寺山麓のお堂に多く

見かけるものですが仏さまの正体は分か

りません。 

 

 

 

 お堂を出たところで、案内役の篠原壮吉さん（79歳、中央）も一緒に、参加者全員で記念写真を撮りました。

若い参加者のなかの３人は韓国から留学中の人、あるいは宗像で働いている韓国人です。日本の生活に根差し

ている昔からの信仰の姿に三人とも心打たれたようですが、今回の参加者には地元生まれの人がやや少ないの

が少し残念です。 
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次の場所を目指して林の南斜面を下

りていると、木立の間に小さな石が立っ

ていました。長老の話では、むかし行き

倒れの人があり、その霊を鎮めるための

無縁仏で、子どもの頃はこの石に触ると

祟りがあると教えられていたそうです。石

には何も刻まれておらず、言い伝えだけ

が残っているのが却って印象的です。 

 

                         

先の札所から南に 100 メーターばかり下った木立のな

かに、またもいろんな仏や碑の密集する場所が現れまし

た。まず目を引いたのがこの大きな墓です。正面に大き

く「開基西光上人之墓」と刻まれています。現在池野コミ

ュニティセンターから少し北に上ったところにある浄土宗

のお寺「東照院」を開いた人で、寺は昔この山のなかに

ありましたが、火事で焼けて現在の場所に再建されたの

だそうです。 

この墓のそばに、この辺では珍しい六地蔵があります。 

 

 

お釈迦様入滅の 57億 6千万年後に

弥勒菩薩が成仏するまでの無仏時代に、

地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の

六道にあって、人を救済するのが六地蔵

尊だといいます。 
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仏に満ちた里山を下り再び石原地蔵の前に出

て、そこから国道 495 号線沿いに垂水峠の方へ

上って行くと、畑を通る「をんが道」との合流点あ

たりに屋敷跡があります。その入口に小さな祠が

あって、左右に不動明王が座り、中央に真新しい

地蔵が立っています。不動明王の後背は火炎の

形で、左の像は右手に三鈷剣を持っています。 

 

 

 

不動明王の場所からさらに 100 メータ

ー上ると、再び古い屋敷の跡があり、そ

の入口に今度は写真のような木の仏が

三体並んでいます。路傍の小さな祠に

木彫の仏とは珍しいこと、しかもかなり古

いもののように見えます。 

仏像は合板のラックの上に並んでいま

すが、間に小さな石が置いてあること、棚

のなかのお供えが器といい榊といい神式

を思わせることから、ここにはまだ江戸時

代までの神仏習合の名残が感じられま

す。 
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木彫の仏さまたちのすぐ後ろには大きな石のお地蔵さ

んが、立派な台座の上にどっかと座って、国道を行き交う

車を見おろしています。このあたりは「峠」という小字で、元

は人家がいくつかあったのですが、今はほとんで別の場

所に移られたために周りに家はないのですが、それでもど

なたかが今も水や花をお供えに来られるようです。 

 

 

 

 

 

 

 

木彫の仏像とお地蔵さんの場所から 300 メーターほど上ると垂水

峠の頂上に出ます。そこには右の写真のような道標が立っています。

遠賀郡と旧宗像郡の境を示すものです。この峠は今でこそ車で楽に

越えられますが、昔は長い間ふたつの郡を隔てる難所として知られた

峠でした。そこから「樽見峠の河童伝説」が生まれました。昔むかし、

この宗像から遠賀に行こうとしていた若者に、頼みごとをする者があり

ました。手紙と樽を芦屋まで届けてくれたらたっぷりお礼をすると言う

のです。引き受けて運んでいたものの、峠まで来ると疲れてひと休

み、そのとき決して見てはならないと言われていた手紙が気になり開

けてみると「この尻で千尻」と書いてあります。何のことだか分からず

樽を開けてみると人間の尻が 999 入っていました。自分の尻で千に

なると知り、そのまま慌てて逃げて行きました。河童の仕業だったので

す。「樽を見た」ことからたるみ峠という名前がついたと言い伝えられ

ています。 
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険しい峠の頂上付近にはたいてい

お地蔵さんがあるものですが、ご多分

にもれずこの垂水峠にも地蔵が２体あ

ります。 

右側のは珍しい「首切り地蔵」で、

人間の身代りになって命を救ってくれ

るというありがたいお地蔵さまです。 

 

 

 こうしてわずか 2 時間の散策で見たものは、道標 2 本、猿田彦・庚申塔などの石碑 3 基、お地蔵さま 14 体、

十三仏 2 か所、西光上人之墓、宗像東部霊場 63 番札所など盛りだくさんにのぼりました。畑集落には他にまだ

庚申塔 2基、地蔵 2体があります。また、湯川山中には弥勒大岩と呼ばれる自然石もあるそうです。これらの探索

はまたの機会に譲りましょう。 参加者は散策の後池野コミュニティセンターに戻り、さらに 2 時間かけて写真を整

理し、次のようなパネルにまとめました。このパネルは 11 月 29，30 日の池野コミュニティ文化まつりで展示する予

定です。 
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池野の石碑・石仏を巡る２～田野地区  

2015 年 5 月 17 日 

池野の石碑・石仏巡りは、昨秋に続いて二回目

になります。5月 17日（日）は幸い好天に恵まれ、

参加者一行 15 名は初夏の日差しを浴びながら、

田野地区の五つの集落を 3 時間かけて散策し数

多くの石碑・石仏を見て回りました。実際に歩いた

順路とは異なりますが西北端の瀬戸集落から紹

介しましょう。右は瀬戸公民館の前にある観音堂

で、宗像四国東部霊場第 59 番の薬師瑠光如来

（やくしるこうにょらい）が祀られています。 

 

 

 

御本尊の薬師如来は赤みがかっ

た石に彫られた素朴な石像で、台座

には渡村（わたり、現福津市渡）の石

工の銘が見えます。その左の石像は

比較的新しそうですが、右手に金剛

杵（こんごうしょ）を持っているところか

ら、弘法大師像に間違いなさそうです。

水が新しく取り替えられ、いつもどな

たかがお参りされているようです。 
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本尊以上に目を引くのが薬師如来の右側に

ある木彫りのお不動さん・不動明王立像です。

背には煩悩を焼き尽くす火炎の光背（こうはい）、

右手に迷い・悪魔を断ち切る三鈷剣（さんこけ

ん）、左手に人を引き寄せる縄・羂索（けんさく）、

右上腕に腕輪・臂釧（ひせん）を有し、悪魔を降

伏させる憤怒の形相で真言行者（しんごんぎょ

うじゃ）を守っています。また、左右に脇侍（きょ

うじ、わきじ）として二人の童子を従えています。 

 

 

 

 

観音堂から瀬戸交差点に向かう途中を右に入ると瀬戸のもう一つの札所・番外 61 番奥の院「薬師如来」があり

ます。ここは先ほどのお堂とはうって変わって、コンクリートブロックで囲われた中に、石像や石碑がずらりと並んで

います。地元の方（早川剛弘さん、74 歳）の話では、元々別の場所にあったものを移しまとめて祀っているとのこ

と、一つ一つが野仏として野山にあったものかもしれません。現地の看板にはただ「宗像四国東部霊場御本尊薬

師如来第 61番」としか書いてありません。しかし、61番は隣の高向（たかむく）集落にもあるので、地元の方も首を

かしげておられましたが、後で調べてみるとこちらの方は番外奥の院だと判明しました。 
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前頁の写真でずらりと並んでいる石仏や石碑のいちばん右端に、

真ん中が折れてコンクリートで修復した板状駒型の石碑が立って

います。まず梵字（ぼんじ）が刻まれ、その下に「帝釈天庚申」とい

う文字が読みとれます。猿田彦大神の石碑は田野には見当たりま

せんが、かわりにこの「帝釈天」の文字が見えるものはこれまでで

初めてです。神道系の猿田彦に対してこちらは仏教系なので、もし

かすると廃仏毀釈で壊されたのかもしれません。瀬戸のこの庚申

塔は元々別の場所のどこかの辻に立っていたと思われますが、今

のところその場所はまだ特定できていません。 

 

 

 

 

国道 495号線瀬戸交差点を岡垣方面に少し上り左に折れると石

川集落・一の坪に入ります。何軒か家が立ち並ぶ小集落の入口の

辻に立っているのがこの自然石型石碑です。文字はまったく読みと

れませんが、これも庚申碑であることは間違いないでしょう。この様

式は江戸時代末期に多いそうです。碑の後ろには掲示板らしきも

のが立っていましたが、何も掲示物はありませんでした。 
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再び国道に戻り、岡垣方面にまた少し上って右折

すると再び石川集落に入ります。その中の一軒花田

さん宅を訪れました。その広い庭の母屋脇に立派な

お堂が建っています。中に人間の身の丈よりも少し

小さい程度の真新しいお地蔵さまの立像がありまし

た。上等な布地の前掛けをまとい、それとおそろい

の帽子もかぶった姿です。右手に錫杖（しゃくじょう）、

左手に宝珠（ほうじゅ）を持った延命地蔵形式の丸

彫り立像です。ご主人の花田初男さんが、敷地内に

地蔵堂のある謂れを説明してくださいました。家族

によくないことが続いたときに初男さんのお父さんが、

占い師から庭にある三角形の石（地蔵足元左）を祀

るように言われてこのお堂を建てられたのだそうです。

厄除け、家内安全、無病息災を願うという地蔵信仰

の原点がまさに今の時代にも生き続けていると言え

るでしょう。 

 

花田さんのお宅はイチゴ農家で、お堂にもたくさんのイチゴが供えられていましたが、お邪魔した一行にも食べ

きれないほどのイチゴをお土産に下さいました。店で買い求めたものよりもいちだんと甘い香りを放つイチゴに、

若い参加者たちは特に大喜び、当日は中国・韓国からの留学生も３人参加しており、まさに一期一会の妙に感じ

入るひと時でした。 



83 

 

花田さんのお宅の縁側に腰掛けて

くつろぐ留学生たち。彼らにとって、

日本の農村の伝統家屋に入るのは

初めての経験で、特に一間巾の縁側

とその奥の広い座敷が印象深かった

ようです。漢字文化を共有する中国、

韓国、日本とはいえ、伝統的な家屋

の建築様式はそれぞれ相当大きく異

なるので貴重な体験になったことでし

ょう。 

 

 

 

花田さんのお宅から少し下ると依岳神社の鳥居のある四つ辻に出ます。鳥居は湯川山を背景に立っています

が、山麓にある神社までは、途中国道もはさんでかなりの距離があります。鳥居の左右に立っている高いポール

は、お祭りのときに幟を掲げるためのものです。 
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石川の観音堂（第 18 番札所薬師如来）はこの鳥

居の向かい側にあります。小さいお堂ですがきれい

に整備されています。入口引き戸の上の板に書かれ

ているのは御詠歌です。奥の仏壇には格子戸がは

め込まれています。お堂自体は施錠されていないの

で、用心のためでしょう。観音堂の管理は集落ごとに

少しずつやり方が違うようです。格子戸の前には生

花が飾られ、ロウソク立てが二本置いてあります。毎

日近所の方たちがお参りを欠かされないのだと分か

ります。 

 

 

 

 

 

格子のすき間から苦労してレンズを差し込み写したのがこ

の写真、変わった色が塗られていますが、おそらくこれが御

本尊でしょう。しかし例によって前掛け（それも二重）のせい

で仏像の全容は分かりません。 
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格子の奥にはもう一体仏像がありました。こちらの方がいっ

そう撮影しにくかったのですが、足元右側の小さい像と同じく

弘法大師かもしれません。元々はこんなに厳重な格子を施し

たりせず、もっと身近に仏さまを拝むことができたのではないか

と推測するのですが、心ない人たちのためにやむなくされてい

る防御策なのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

観音堂のある場所は四つ辻の角ですが、その裏には庚申塔

らしき碑が立っています。同じ石川集落・一の坪の庚申碑と同じ

く自然石型で、こちらも刻まれた文字は判読できません。と言う

よりもびっしりとへばりついた苔のせいでそもそも文字が刻まれ

ているかどうかすら定かでありません。おそらく江戸時代にこの

近辺の庚申講仲間によって建てられたのでしょうが、今はどこも

庚申待ちをするところはないので、この石碑のことはやがては

土地の人にも忘れ去られるかもしれません。 
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石川の東隣りの集落が名見（みょうけん、

妙見とも表記）、ここの公民館前には写真の

ように石碑・石仏が三つ並んで立っています。

左の石碑には「庚申牌」元禄十三年と刻ま

れています。西暦 1700 年にあたるので何と

315 年も前のものです。形が瀬戸のものとよ

く似ているので時代も近いのでしょうか。真

中はただ形のよい丸石にしか見えませんが、

きっとこれにも何か謂れがあるのでしょう。右

の舟形浮彫りのものはおそらく地蔵でしょう。

これも庚申碑と変わらないくらい古そうです

が、それぞれ元は別の場所にあったのを公

民館建設の折か何かに一箇所にまとめたの

かもしれません。今も花や水が供えられ地

域の人が大事に信仰しているのがうかがえ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館前の石碑・石仏の古さと地元の方たちの素朴で篤い信仰心に感銘を受け神妙な面持ちで見入る参加

者たち。 
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上の写真は公民館から 20 メーターばかり南に下った辻にある名見観音堂「第 47 番札所 阿弥陀如来」です。

お堂とは言ってもこれは二体の仏像をコンクリートブロックで囲んだだけのものです。左は石仏、右は木像です。

左は円頂ですが、腹掛けで手元が見えないため、地蔵か弘法大師か判別できません。右は頭の様子から阿弥陀

如来かもしれません。いずれにしてもかなり古い素朴な木彫の仏さまです。 

 

この観音堂で目を引くのがお

堂の前の手水鉢（ちょうずばち）

です。天保五年との銘がはっきり

と読みとれます。1834 年、今から

181年前のものです。この手水鉢

から推測するにお堂も元はもう少

し大きなものだったのでしょう。 
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野仏を訪ねて回ったこの日、参

加者の一人（中国人留学生）が空

に面白い形の雲を見つけました。

まるでずらりと居並ぶ六地蔵のよう

に見えます。 

 

 

 

 

 

名見観音堂からまっすぐ南に妙見バス停まで下って、若宮・玄海線を西に少し行くと左に小高い森が見えてき

ます。5000分の 1の地図で見るとまるで前方後円墳の跡のように見える標高 20 メーター足らずの森です。バス通

りから入って野道を少し歩くと左に上る小道があります。30 メーターも行くとちょっとした広場に出ます。ここが西ノ

山観音堂（第 47番札所「阿弥陀如来」）です。2005年の福岡県西方沖地震で倒壊し建て替わったそうなので、ま

だ真新しいものです。しかしいつ来ても錠がかかっているうえに、窓もなく中を伺うことすらできません。知らなけれ

ば観音堂とは気づかないかもしれません。区長さんにお願いして見せてもらうつもりでしたが、その区長さんもあ

いにく不在とのことで叶いませんでした。これまで３度訪れましたがいずれもお参りできず却って興味がそそられま

す。 
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観音堂に向かって左側の広場隅に古めかしく、やや凝った

造りの石祠があります。中には左の写真のように小さな石が祀

ってあります。よくある丸石や三角石ではなく、ちょっと面白い

形をしています。最初はきっと何か謂れがあったはずですが、

果たして今に至るまで語り伝えられているかは不明です。この

後訪ねる厄除地蔵尊のお堂にあるのと形がよく似ています。 

 

 

 

 

 

広場の観音堂の反対側には石碑が一本立っています。

上部に梵字、その下に「法華経一字一石塔」と刻まれてい

ます。こういった塔は各地にあるそうですが、池野では初

めて見ました。謂れによれば法華経全 65000近くの文字を

小石に一字ずつ書いたものを埋め、その上に追善や供養

の目的を書き記した塔を建てるのだといいます。この塔に

はそのような内容は刻まれていませんが、寛政九年五月

吉日という文字は読みとれます。1797 年、つまり 218 年前

に建てられたことになります。この風習は江戸時代に流行

したそうですが、ここの塔はどんな過去を秘めているのでし

ょうか。塔の下に本当に６万を超える数の石が埋められて

いるのか興味がそそられます。 
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一字一石塔の右隣りにはず

らりと舟形地蔵が並んでいま

す。しかしその数は６体ではな

く、９体です。左の２体だけが

明らかに他の７体よりも新しい

ものに見えます。六地蔵ならと

もかく、このような並び方は珍

しいのではないでしょうか。 

 

 

 

いちばん右の地蔵の台座を見ると「田野村四国同行中」という文字

が判読できるので、明治 22 年の池野村への合併以前、もしかすると

江戸時代くらいに四国の巡礼に同行した村人仲間が寄進したものな

のでしょう。この広場はちょうど前回の畑集落石原の山中と同じように、

神仏の霊気のようなものが漂っている感じのする空間でした。 

 

 

 

 

 

 

観音堂と広場をはさんだ向かい側には古い石

段があり、そこに立てば右に手水鉢、左に石灯篭、

そして正面に観音堂という配置になっているので、

昔は下の道から来てこの石段を上ってお参りして

いたのでしょう。 
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観音堂から元の道に下り、左に曲が

ってさらに奥に進むと、草木がまるでト

ンネルのようになっていて、一行を森

林浴に誘ってくれました。そのトンネル

を抜けるとそこは「鎧塚（よろいづか）」

でした。 

 

 

 

 

この石塔については江戸時代の国学者

青柳種信（1835 年没）の『筑前國續風土記

拾遺（ちくぜんのくにしょくふどきしゅうい）』

に「塔の元といふ所に、鎧塚とて有。神功（じ

んぐう）皇后三韓より凱旋し給ひし時、甲冑

（かっちゅう）を埋め給ひし處といひ傅ふとも

不詳。（中略）里民は祟（たたり）有とて、此森

の中に入事なし。」とあります[10]。この石塔

は宝篋印塔（ほうきょういんとう）という様式で、

鎌倉中期から見られるものですが、上部の

隅飾突起が外側に反っているのは江戸時代

の様式だそうです。本来はてっぺんに九輪

（くりん）と呼ばれる尖塔が付いていたはずで

すが折れてなくなっています。明治から昭和

20 年までの皇国史観のもと「神功皇后三韓征伐」は栄光の歴史であるかのように扱われていましたが、いまは『古

事記』や『日本書紀』にあらわれるオキナガタラシヒメノミコト（後に神功皇后と称す）が新羅を征討したという物語が

そのまま史実だと考える歴史学者は多くないようです。皇后の実在すら疑う説も根強いようです。しかし福岡の神

功皇后にまつわる伝承は枚挙にいとまがないほどです。香椎宮をはじめ宮地嶽神社さらには地元の産土神（うぶ

すながみ）依岳神社にいたるまで、神功皇后を祭神とする神社も数多くあります。 
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鎧塚から少し離れたところにコン

クリートブロックに囲まれて二体の

お地蔵さまが並んでいます。野ざ

らしの状態よりもむしろ窮屈そうに

見えるのは気のせいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

西ノ山観音堂と鎧塚を後にして再びバス通りに戻り、左に少しばかり歩いた道路の向かいにこのお堂が建って

います。中には大きく「厄除地蔵尊」と書かれていますが、右の宝珠を持った座像が地蔵菩薩なのは明らかだとし

ても左の小さいのは何なのでしょう。「厄除け」という趣旨から想像すれば、首のない地蔵（首切り地蔵）で、人の身

代りになって命を救う地蔵でしょうか。形だけ見れば男性器に似て、豊作や生殖（子宝）のシンボルと取れなくもな

い気がしますが、これについては改めて地元の方のお話を伺うしかありません。 
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厄除地蔵から西に少し行き、高向交差点を左折

してしばらく歩くと右手に高向公民館が見えてきま

す。その敷地内に高さ３メーター近くはあろうという

立派な石碑が立っています。地元の花田昌猪（まさ

え）さん（83歳）がその謂れを教えてくださいました。

高向生まれの入江栄太郎という方が戦前代用教員

から始めて永年岬（鐘崎、上八こうじょう）や地島（じ

のしま）の小学校で教壇に立たれたそうです。特に

地島では大正 5年（1916）から昭和 3年（1928）まで

校長を務められ、退職後は岬村（現鐘崎、上八）や

池野村（現田野、池田）の神職を務められました

が、昭和 22 年に亡くなられました。教え子たちがそ

の徳を称えて翌 23 年に建てたのがこの碑だそうで

す。今ではとても考えられないようなエピソードで、

よほど生徒に慕われ敬われた先生だったのでしょ

う。 

 

 

左端の人が花田昌猪さん。

入江翁顕彰碑の前でみんなに

入江先生のことや道路をはさん

で反対側（写真右上隅）にある

吉田土佐守の墓のことなどを教

えてくださいました。 
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写真左が吉田土佐守守致（とさのかみもりとし）の墓で、一石五輪塔といわれる様式です。この形は武士の墓に

用いられ、下の角石から順に地・水・火・風・空を表しています。これを仏教で、世界を構成するすべての要素とい

う意味で五大（ごだい）と称しています。吉田家は宗像家の重臣のひとつで、宗像家が氏貞を最後に秀吉によっ

てお家断絶とされた後、江戸時代に入ると黒田藩に仕えて田野一帯の年貢米を管理していたそうです。この墓か

ら北西の方角に米蔵があり、そこから田野浜の米出（こめだし）というところまで運んで船に乗せていたとのこと、そ

の米蔵は花田さんが青年の頃まで残っていて、花田さんは解体の作業に従事したことがあったそうです。土蔵の

壁の厚さが普通の倍以上もあったのが印象に残っていると話してくださいました。同時に地元の人には年貢米の

取り立ての厳しさが語り伝えられ、花田さんも話に聞いていたそうです。その話を聞いた後改めて墓を仔細に眺め

てみると、右側の石碑に刻まれた戒名「明岩紹金居士覺霊」が意味ありげに思えてきます。「紹」は「招」と同系の

文字なので、「金を引き寄せた」と読めなくもありませんが、まさかそんな露骨な戒名を付けたりはしないでしょうか

らこの戒名の意味をぜひ知りたいものです。没年は寛永九季と刻まれており、これは 1632 年にあたります。ところ

で池田畑集落にも吉田一統の墓があります。そちらの方は自然石に大きく「宗金居士」と刻まれた吉田伯耆守重

致（ほうきのかみしげとし）の墓です。土佐守の墓と同じくこちらにも「金」の字が入っています。ちなみに土佐守や

伯耆守といっても、高知や鳥取とは何の関係もありません。大岡越前守が越前の国と無関係なのと同様です。玄

海の歴史の本をめくると他にも、石松加賀守、占部甲斐守、占部越前守、高橋伊豆守などの名が目につきます。

○○守とはつまり武士の名前にメリハリをつける飾りのようなものなのでしょう。この吉田土佐守のご子孫は今はよ

その土地に住まわれ、しばらく前までは時々来られて墓の守りをされていたそうですが、最近は姿を見せられてい

ないとのことでした。 
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高向公民館の裏手に観音堂があります。第 61番札所「大日如来」です。四国の第 61 番札所は愛媛県の香園

寺で、聖徳太子が建立したとか、弘法大師が唐から持ち帰った金の小さな大日如来像を本尊としたなどの言い伝

えのある古刹ですが、宗像四国東部霊場第 61 番であるこの高向観音堂もお堂としては立派な造りになっていま

す。 

 

 

お堂の中には石仏が三体、中央が

密教の中心仏である大日如来、修験

道との関わりが深い仏です。右がそ

の使者不動明王でしょうか。そして左

は円頂であるうえに右手に金剛杵 

（こんごうしょ）らしきものが見えるの

で、もしかすると弘法大師かもしれま

せん。 
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観音堂の左手には石の祠が二つ並ん

でいて、中にはそれぞれ素朴きわまりな

い石仏や石が祀ってあります。左の祠に

は右側にまたも厄除地蔵堂にあったのと

似た石が見えます。その左隣のは尖塔

の一部のようにも見えますが、いずれも

正体は不明です。 

 

 

 

二つの石祠の左に庚申碑が立っていま

す。「庚申本地大日尊」とかろうじて読みとれ

ます。「大日」の名が付された庚申塔はこれ

までで初めてです。かなり古そうでうが、板

碑型なのと大日とあるところから、修験道との

関わりを想像させます。 
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高向公民館前から県道を宗像大社方向に 800 メーターばかり行って左に折れすぐに右折する（本田野橋を渡

る）と左に本田野公民館があります。その敷地内左隅に古びた観音堂が立っています。第 52 番札所「十一面観

音」です。広いお堂は個人の寄付で建てられたものだそうですが、今は集落がお世話を止められたそうで少し荒

れた感じになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の石仏が十一面観音ですが、浮

彫であるため彫られているのは正面

の三面のみで、「慈悲」を表します。

本来は他に左三面（憤怒）、右三面

（牙をむく）、後背一面（大笑）、頂上

（仏果＝阿弥陀）があります。胸のあ

たりの白い斑点はヤモリの卵の跡で

す。右の石仏は珍しく宝冠をいただ

いているので、もしかすると大日如来

かもしれません。 
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この日の石碑・石仏めぐりは次のように２枚のパネルにまとめられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム： 田野の宗像四国東部霊場 

田野には「番外奥の院」を含め全部で７ヶ所の札所があります。歴史は江戸時代以前と言われるほど古

いものです（『玄海町誌』）。四国の場合は大半が真言宗の寺院ですが、池野の霊場はほとんどがお堂で

す。明治期に釣川を境に東西に分け、世話人が協議して「千人詣（せんにんまいり）」の日程を決めたのだ

そうです。春は４月５日～８日、秋は 10 月５日～８日で、去年（2014 年）の秋と今年の春は西部霊場の番

だったので、今秋と来春は東部霊場の番になります。「西の高野山」と呼ばれる鎮国寺には東西の区別な

く必ず参拝します。千人とは「数多い」の意味の誇張された表現で、盛んなときでも実際に一回に千人の

巡礼があったわけではないでしょうが、最近はお参りする人の数が年々減り、今では 40 人程度だそうで

す。昔は歩いて回っていたので民家に泊まっていたそうですが、今は車で回るので宿泊の世話まではしな

くなりました。しかしそれでもお茶やお菓子でもてなす「接待」の習俗は今なお続いているそうです。 
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