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伝説

事務局 〒0283310紫波町日詰駅前1102 赤石公民館内 Te1 019 676 3999

12り J5日 、赤石公民館ホールで開ltrし た第 26固定期:け 演会において、当日、:杵 lllが

ハワーホイン トを用いて講演 した 勺容か ら、こく ■卜の事柄について紹介 します
.

演 題 『 樋 ,千、と平泉 (歴 史と伝説 の整理)』

講 師 千 葉 信 胤 民  岩手大学平泉大化
`ltセ

ンクー客員救オえ

平泉ズf■tiセ ,_lf■lr■ __… ……………:

考  樋′|ヽ「融ら1こ つ tヽ 〔

II:島 (えのしよ)lt、 宮城県女川町の沖合に,手 かぶ島で「li鹿

諸島における。生 の有ノ、島である.

=江 島における樋爪五郎季衡の伝説=
『 文治5年、頼朝の奥州征伐のとき、樋爪五郎季衡

は追手から逃れるため江島に渡つた。そのとき季衡は

金鶏を伴つていた。しかし、その金鶏は夜な夜な鳴く

ので、頼朝の追手lc気づかれることを恐れ、季衡は金

鶏を根の鼻 (岬の名)に埋めて隠した。

数年後、埋めた所を堀り返してみると、金鶏はなく

なっていた。季衡は「なんと僣しいことをして しまつた。

と悪い直したという。

その後、季衡は江島の開発に尽力し、里人たちに信望をえた。そして、この島に住む者は、鶏を

飼つてならないという遺言をした。里人たちは、季衡の遺言を守り、現在でも鶏を飼うことがない

という。』

なお、江島に力)る 久須師 (く ■
‐
し)神 社には、島の開社として l・

lll爪 [郎 季衡が祀 らオしている.

隔 面 ]、 33名 が聴講 しアンケー トの感想要望欄に記入あつたので、その 部分を紹介する。

・講義 |ヽ 容が豊富で大変勉強にな・ ,た  ・先生の声は大変聞き易く分か り易い解説であった.

スクリーンを 1)っ と鮮明に映るようにされたい ・ノ`ワーホイン トυ)資 料を配布 された0、

・樋爪と平泉について違 う視点で聞けて kか つた= ・樋爪 と平泉が身近に知ることができたt

・難 tい ノ、物の名前ゃ背景が改めて学 ミた, ・平泉関連以外の遺助:寺院を取 り Lげてほ しい

・樋爪力:郎 の伝説は初めて日周ぃた まだまた知 i,な い話が力)る のでは L思った

・樋爪氏 (i、 どうして石川県に移住 したのか、その理 |11を 知 りたい。

≪≪≪ 令和 4年 1～ 2月 行事予定のお知らせ》≫≫

パワーボイントを使用して講演する千葉信FHt氏

」と思つたが、「これも神の意思だ。」

令和 4年 1月 19日
(・lN曜 日 )

第 126回
月例発表会

午後 7時か
',午

後 9時

会場 赤石公民館 講義室

発表者 :宇 部 真 澄

テー7「 ある南部仕氏の回想 1」

発表者 :高  橋 敬 明

テー7「滝名川の砂金」

令和 4年 2月 16日
(水曜 日)

帯 127回
月例発表会

午後 7時から午後 9時

会場 赤石公民館 講義室

発表者 :学 部 真 澄

テ マ |あ る南部社氏 t/● 想 2」

発表者 :平 井 和 た

テー7「二陸治岸地域の製鉄遺跡について 2」
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11り 117‖ に開催 した第 1

が用いました資llカ ギリほんの

昭和 25年、中尊寺

の奥州藤原氏遺体学術

調査において、泰衡の

首桶に入つていた蓮の

種子を、調査団の大賀

博十が研究用にと保管

していた。そオしを引き

講談をする岡村日出子さん  継いだ長島日寺子女史が

生命
「 学 で■ヽ成 6年に開花。 5年がか りで栽培に

こきつけ、平成 11年に平泉中尊寺に移植 した.

泰衡の首桶に入っていた達の実の言い伝え|■ 、

『 丈治 5年 (1189)源頼朝が陣ケ岡に陣を敷いた.

そこへ泰rtlの 首が持 らi△ まれた.泰衡の首 |ま 晒 し

首にされたが、その後密かに祖父「lr,が 眠る平泉

中尊 |に道ばれて安置された。

その連ばれる途中、五郎沼の傍にある大荘厳寺

で泰 rNlの 供養を行い、その8寺に工郎沼にある選の

実を泰衡の首桶に入れたのが、種子 とな り八百年

経ってよながえった.』 とい うことである:

平成 1■ 年5月 28日 中尊寺から株分けされた

蓮が力:郎 沼の池に里帰 りし、現在の姿となった

25国例月76表 会において、二人υ)講談の概要と、 一人の 7`表 者
部の文面を抜 |十 して紹 介いた します .

大沢斗志子さんの講談

「お蓮 (れん)」

円光寺にはお蓮の伝

説を伝える首塚があろ

江戸1寺 代の前期延宝

3年 (1675)、 切支丹と

された材木商が小鷹の

刑場で斬首された .

盛岡藩の奥女中の娘

1 
講談をする大沢斗志子さん  お蓮は悲嘆 し、聞夜、

1父 親のさらし首を盗み出 し■々をよわろが、「5は

閉ざれていた,幸 い、円光寺のくぐり戸が開いて
いたので、生首のFI向 を嘆願すると、良親和尚li

厳罰党悟で受けてくれた,

夜が明けてお蓮が自首するとお とがめは,■ に、

盛岡第四代藩主の南部行信公はその孝心を11め 、

やがてlFl室 とな り、世子の信恩 (υ )ぶお き)公が誕

生 した.

円光寺に1ま首塚が建てられ、 50石を給付.

お蓮の方は父の菩提のために観音堂を建立 し、

平景清の墓所、日向国 (宮崎県)延 lrlに あった十一

面観音像 (別 名、生日観音)を暦座 したと伝えらオl

ている.

岡村日出子さんの講談

「よみがえった古代蓮」

平井和夫氏の発表資料「ひづめ 館」漢字表記 (「館」の表記について

「比爪館」か ! 「樋爪館」か !

●紫波町史  舘
紫 llx田「史 第 巻 (H召 和47年 〔1972年 ; 3月 25日 発行 )

~凡
例J  より抜粋 【⇒樋爪1ヽ 使用】

″1(に は開拓時代・安部氏時代・清原時代・樋爪氏時代の四つに区分し、
luF波 ∫RFI代に 1う)し た.

第四章 樋爪lt時代  1り 抜粋 【→すべて、樋爪氏・樋爪舘 使用】
当地域には、平泉藤原氏の分族である樋爪氏が居住 し、樋爪舘を本拠と

本史の立場から,い えば、この時代は樋爪ltの‖キ代といいうことができる

● 紫波町指定文化財 を指定  館
昭和 50年 〔(1975)3月 25日 〕紫波町指定文化財を指定の際 |■

「樋爪館跡Jと なった
解説                                ~
奥り1幡原氏の 族樋爪 (比 爪)氏 の中心的拠点です これまで 32次にわたろ発掘調査が行われ、

多量の 「かわら,け |ゃ国産陶器、中国産陶器、多数の井戸Flliや住居跡、建物跡が見つかっています
樋 lFk館跡には 「大荘 17x寺 Jと い う寺院があった ことも伝えられてお り、政庁・寺院・居住施設な どの

機能を持った場所であったと推 l llさ オlま す。峠原氏に関連する県内で 1,有数の遺助iです

中世は河村・斯波氏時代 と

(た て :舘 )

して支配 していた。従つて


