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《赤石公民館の樋爪館入門講座》

樋爪館懇話会の協力事業 として、赤石公民館主催の令和 3年度前期講座 「樋爪館入門講座 :砂金

採 りに挑戦」力` 8月 9日 、滝名

'11の

木戸橋付近で行われた。

当日は、講師に岩手県地学教育研究会の蒲田理 (が またさとし)氏を招き、滝名

'ilに

おける過去の

砂金採取等について話された後、砂金採 り専用の皿を使用して実地指導されさた。

参加者は、子ども6人を含む 18人が砂金採 りに挑んだ。初めて人がほとんどでしたが、徐々に

砂金採取専用皿の使い方のコツを掴み、最終的に砂金の有無を講師の日で確認 され、極々小の砂金

が採れた人もいましたが、参加者の多くは次の機会に望みを託 した。

奥州樋爪氏の時代、志波郡の砂金生産は東部の諸河ブ||だ けでなく、西部の滝名川流域においても

採取されたとい う文献や形跡がある.東部の諸河川や滝名川が北上J:1に 合流 した所を本拠として、

志波郡一帯の砂金支配等を行 うため、処務代官的な役割を持たせた居館「樋爪館」が造営されたと

五郎沼古代ハスの見学来訪者からアンケート 7月 下旬の4日間来訪者 352人
樋爪館懇話会案内人部会では、 7月 17日 から24日 の実質 4日 間、五郎沼古代ハス見学者への

無料ガイ ドをしながらアンケー ト調査を行いました。その結果の概要を紹介 します。

①五郎沼には何回来たか  ◆初めて来たが 23%  ◆桜 ハス 白鳥を見に何回も来たが 77%
② どこから来たか  ◆町内57人 16% ◆町外288人 82% ◆県外 (神奈川 新潟他)7人 2%

③何人できたか  ◆1人 17%  ◆2人 57%  ◆3人 15%  ◆4人 60/o ◆5人以上5%
④年代は ◆20代未満 19人 5%◆ 20代 12人 3%◆ 30代 32人 9%◆ 40代 45人 13%

◆ 50代 76人 220/6 ◆ 60代 98人 28%◆ 70代 54人 15%◆ 80代 16人 5%
一―― ―― 一― ―― 一一 ―― ―百 島 西

~~ヽ
、告 岩手県内在住樋爪館懇話会 会員の

樋爪会総会・法要参列ツアーの実施計画に伴 うアンケー ト調査表を未提出の会員の方は、

提出期限が過ぎま したが、大至急、 8月 31日 まで提出 してくださるようお願いします。

＼
、 問い合せ先は、高機敬明(樋爪会担当窓日)携帯 09∈3125-3776 FAX 019-672-2382 /
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移転」の中で砂金と記されている
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採取専用lllを使つて洗浄と砂金有無の確認

滝名川が斜め横断し右側赤石村の斜め下に「砂金」の記載あり(矢印の先端に

樋爪館関連資料集第 5号巻末掲載「砂金採取地と楽落の移転」より(部分複写)

滝名川で
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8月 21日 に開催 した第 122回 月例発表会において、

ほんの一部の文面・写真を抜粋 して掲載 します。

二人の発表会員が用いました資料から

官良男氏の発表資料 「日本の仏教 13」 から

親鸞は、建保 2年 (1214)か ら常陸国稲田 (茨城県笠間市)の 「稲田御坊稲田山西念寺寺Jに 20年間

留まり「強行信証 (き ようぎようしんしょう)※」の執筆を行 う。

※強行信証=顕浄土真実強行証分類、元仁元年 (1224)52歳 で完成する。

1日 仏教からの弾圧に対 し仏教全体の教えの中で法然が説いた念仏往生の教えが大衆仏教

の極致であることを証明する。～法然の弾圧に走った朝廷や旧仏教勢力に抗議する。

「悪人正機説」親鸞の根本思想

善人なお もて往生をとく、

いわんや悪人をや

善人 (自 力作善の人)は 自己の能力で

悟 りを開 こうとし、仏に頼ろ うとす る

気持が薄いが、煩悩にとらわれた凡夫

(悪人)は仏の道に頼 るしかない との気

持が強いため、阿弥陀仏に救われ ると

した。すべては阿弥陀仏の本願 による

と絶対能力の思想 につながる。 親鸞の肖像図

平井和夫氏の「三陸沿岸地域の製鉄遺跡 I」 から

「兵靖 (へいたん)と 物流」

沿岸地域の田鎖車堂前遺跡 (官古)川原遺跡 (釜石)における性格とその特質が浮かび上がってくる。

一つは、武器・ 武具生産を含めた鉄生産と鉄製品加工である。

豊富な砂鉄原料から製鉄を行 うことは、平安時代前半にはすでにこの地域で定着 してお り、さらに

中世以降も鉄生産が継続することが発掘調査で判明している。特に、釜石から宮古にかけての地域に

おいて鉄生産関連の遺跡が多くみられ、 12世紀もその例外ではないと推測される。

もう一つは、大平洋航路を利用した水運である。

沿岸 2拠点の出土陶磁器類は、渥美・常滑・水沼といつた太平洋側の生産地のものに偏つている。

陶器生産地の偏 りと湾のある立地から太平洋航路に特化 した物流の拠点としての役割が想定される。

注目されるのは、沿岸 2拠点が、この海の門よりも北に位置することであり、太平洋上を展開する

北方地域 との交易中継地点として重責を担っていると考えられえる。

≪≪≪9～ 10月 行事予定のお知らせ≫》≫

9月 15日
(水曜日)

第 123回
月 例 発 表 会

午後 7時から午後 9時まで  赤石公民館 講義室

発表者 : 高 橋 敬 明

テーマ 「比爪」「樋爪」の表記について

発表者 :官  良 男

テーマ 「日本の仏教 14」

0月 20日
(水曜 日)

第 124回

月 例 発 表 会

午後 7時から午後 9時まで   赤石公民館 講義室

発表者 :金 濱 興 一

テーマ 「比爪」「樋爪」の表記について

発表者 :岩 動  昭

テーマ 「古典に表現 されている岩手」

― ①今昔物語集について一


