
　　太田・杉沢の宝

岩誦坊
・「岩誦坊の水」を飲むと病気が良くなると云われている。昔、病気で寝込むと「岩
誦坊の水」が欲しいと云われ、登っていって汲んできて飲ませた。延命の水で
ある。

・「岩誦坊」の命名は田口善悦氏である。田口俊夫氏たちが「ガンショウボウ
クラブ」の旗を作るのに、どのように書けばよいか相談され、「ガン」は「岩」、

「ショウ」は坊さんが誦えるから「誦」、「ボウ」は坊さんから「坊」をとった。
・１間半くらいの屋敷跡があった。営林署で開拓から 2,000 ｍ林道を作るとき
埋まった。今の岩誦坊の水の道路の下側にあった。天台寺の坊さんが修行した
場所なのか、簡単な小屋のような建物の跡があった。

・何かの本に「元禄の頃から住みついた…」とあったはず。そうだとすれば「元
禄」という時代、あるいは病気を治す「薬になる水」というあたりに少々関心
あり 。浄蓮庵との関連性

・昔は本当に冷たい水が豊富で、大きなブナの本があって日陰で涼しく、夏
でも近くに行くと冷蔵庫の中に入ったような冷たさ だった。この水を飲むと、
病気が治ったと言われている。

［「岩誦坊」の看板より］

　霊峰稲庭岳の原生林に源にし、こんこんと湧き出す「岩誦坊」の水。

　「岩誦坊」には、次のようなお話が伝えられています。

　昔、あるお坊さんが金鉱を掘り当てようと、この地を掘り進んでいたところ、よ

うやく金鉱らしいものに突き当たりました。ところがそのとき大量の湧き水が吹き

出し、それ以上掘り進むことができなくなってしまいました。そこで仕方なく掘る

のをやめ、石を積み重ねて人目から遠ざけました。そのときから石積みの間から流

れ出る湧き水を人々は「岩誦坊」と呼ぶようになりました。

「岩誦坊」は山伏たちの修行場で精霊が宿るとも言われます。

　神秘的な場所から湧く霊水「岩誦坊」は、年間を通じて水温５℃～７℃と冷たく、

今でもその水を求めて多くの人が訪れています。

［水質成分］

ナトリウム 3.76mg/100ml、カルシウム 11mg/100ml、マグネシウム 2.60mg/100ml、

PH 値 7.7、硬度 37.9mg/100ml（軟水）

　湧き水のため成分が変化することがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 17 年：岩誦坊クラブ寄贈） ７
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岩誦坊クラブ
●活動のきっかけ

　岩誦坊クラブは昭和５３年、ふるさとの山稲庭岳の素晴らしさを全国にＰＲ
したいと杉沢地区、太田地区の農家の後継者で設立。団体名の由来は稲庭岳の
中腹から湧き出る名水「岩誦坊」による。

●活動の内容

  稲庭岳登山道刈払い及び年越しの天台寺のもち振る舞いはグループ設立以来
継続して行っており、阪神淡路大震災の際の災害救援などボランティア活動も
行う。
  また、平成 13 年に天台の湯が整備されたことを契機に稲庭岳の大自然をＰ
Ｒするイベントを実施しており、春には地元企業を巻き込んでの「稲庭岳登山
マラソン大会」、冬には「稲庭岳大滑降ソリ大会」を開催している。また、「そ
ば組合」を設立し、そばを生産し、観光客へ提供している。
　平成 15 年より、「カシオペア連邦地域づくりサポーターズ」の助成団体に
認定され、稲庭岳頂上への展望台の設置や岩誦坊および登山道の看板整備を実
施した。
　 また、市の無形文化財に指定されている「杉澤えんぶり」の継承活動にも
取り組んでいる。

●活動の成果・影響

　クラブが主体となってかかわるイベントなどの実施により稲庭岳への観光客
が増加している。「稲庭岳登山マラソン大会」、「稲庭岳大滑降ソリ大会」など
従来からのイベントに加え、平成 20 年３月に「かた雪を楽しむイベント」や
６月に「稲庭岳山のめぐみ、岩誦坊での流しそば」を新たに実施し、四季折々
のイベント実施による魅力発信にリピーターも増えている。
　また、交流活動としては在京町人会を通じての埼玉県山崎太鼓との交流や九
戸村戸田かぼちゃまつりへの参加・交流など他の地域づくり団体との交流も
行っている。

　また、杉澤えんぶりもここ数年で 20 代の新しい踊り手が３人加入し、ます
ます盛り上がりを見せている。

●今後の展開

　稲庭岳と、天台の湯を交流の拠点とし、クラブが様々な活動で連携して稲庭
岳を訪れた人が四季を通じて楽しめるような体験メニューを作り、観光客を呼
び込む。クラブのみならず第３セクターや地元誘致企業、田子内、伊崎沢、太
田など周辺地域をも巻き込んでそれらのパイプ役となり、地域を活性化させる。

●その他

平成 17 年　浄法寺町町勢功労
平成 20 年　岩手県元気なコミュニティ団体
平成 23 年　岩手県元気なコミュニティ特選団体
平成 23 年　二戸市市政功労
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稲庭鳴り
●稲庭鳴りとは

・田口善悦氏曰く秋が深まったころ、稲庭岳の方角からドニンという大きな音
が空に響くことがある。それが聞こえると、間もなく雪が降ってくるという。

・ドーンという音は地元では「雪おろし」「雪おこし」という。
・稲庭の北西の方角から聞こえる雷のような音。めったに聞けない。

①奥先生情報…頂上付近の地中に大きな岩石があつて、隙間があるような場合、
気温の変化によって大きな音が出る場合がある。( 例 : 常念岳・野口五郎岳 )
インカの遺跡に、太陽が昇るとともに音が鳴る石の像があった。少し隙間のあ
る岩と岩が、温度変化によってこすれ合い音を出すもの。修復したら鳴らなく
なった。( これは、太陽信仰との関わり )

②三角さん情報…気圧の変化・風向きなど特定の条件が重なった時、山に反響
して聞こえる音があるはずである。秋田方面の音・花輪鉱山の発破の音など聞
こえたのではないか。

③高橋雪人氏情報…: お父上の高橋喜平氏もこうした音がする山に興味を持ち
調べていた。最終的には雪が降り始める前の気候変動によって起きる遠雷が、
地形の関係で山肌に反響して聞こえるということになった。「雪おこし」と呼
んでいたようだ。→善悦さんに一致

→② と関連して「稲庭おろし」という風の名称があるが、これは町のどの範
囲で使う言葉 ? どの辺に吹く風 ? 昔から使つた言葉 ?
現在風力発電をしているが、稲庭の風に関して何か情報ある ?
→ 奥先生情報　冬は吹きおろし、夏は上昇気流が起こる

●頂上でおかしな音がする件

・漆田歴史民俗資料館長情報。稲庭の山頂付近、足で踏みしめると中が空洞の
ような音がする。火山だからか…。溶岩の通り道に入った空気が夏場暖められ、
冬に向かう頃冷やされ伸縮膨張の関係で音がするのでは？
→田口善悦さん　確かにそういう音がする場所が山頂付近にある。軽く踏みつ
けただけでは聞こえないが、ドンドンと踏みしめると気づく。
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稲庭と天台寺、呑香稲荷
●杉沢の観音と天台寺は姉妹？

・天台寺のお祭りに行く時は、
先に上杉沢の観音様を拝んで
から行った

・観音堂には 4 つの祠がある。
人幡様・駒形神社 : 山の神様
以前は、観音像はなかつた。
現在の仏像は近年になって作
られたもの。

・8 月 16 日 ( 昔は 8 月 18 日 )
十一面観音の前でお神酒あげ
をした。
※ 山口専五郎さん情報…十八講といつて天台寺ではお祭りの日だった。
→かつて天台寺では 18 日は祈祷日 ( 浄法寺町史下巻。近世の祭礼 )

　【観音堂配置図】

　　　　　○稲荷山　　　　　　　○蒼前神社
　　 ◎　　　　　■鳥居
　観音堂　　○山の神
　　　 　　　　　　　　　○八幡神社

●天台寺に関わる二つの伝承

① 上杉沢に観音堂があるが、昔の人はそこに「天台寺の（観音様の）姉」が住み、
天台寺には妹が住んでいたといった。天台寺の姉が住んでいた」「天台寺は妹」
と云われていた。昔の人は、そこに「それは天台寺を作るときの順番ではない
かと思う。最初、杉沢にしようと考え、もっと良いところがないかと探し、今
の所に移ったのではないかと思う。
②上杉沢の台地に観音様を祀ろうとして、杉を植え開山の準備をしたが棟梁が
トコロ蔓に足を取られて転び、山桑に頭を打ってしまった。怒った棟梁はこの
地は不適当として山桑とトコロ蔓を切り、御山に聖地を見つけて観音様を祀っ
た ( 上杉沢伝説 )

・上杉沢には杉が多い、あるいはトコロや山桑の木が少ないか ?
→ これは地名の由来につながるような気もするが、善悦さんの話では、開墾
するとき、杉の大木や大きな根株があつて大変だったという。伝承にあるよう
に、開山の準備で植えた杉が、後年になって大きくなり、開墾の時大変だった
とつながるのかも。ただし、山桑やトコロの蔓が少ないという話にはつながら
ないようだ…。

●杉沢の姥杉伝説
・天台寺にもあったような「姥杉」という大木がかつてあったのだが、よそか
ら来た人が伐ってしまった。翌朝、伐られた大木の株に観音様が子供を抱いて
泣いていた。と祖母から聞いた。（ヒアリングノート）
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　　太田・杉沢の宝
中村弥生さん…関連参考資料 ( 原文のまま )

① 呑香稲荷神社

鎮座地　二戸市福岡字松ノ丸 21 番地

通　称　稲荷山旧社格　県社

祭　神　宇迦之御魂命（倉稲魂命）

配　神　天照大神・誉田別命（応神天皇 )

例　祭　９月５日

由　緒　当神社は、一説に延暦 2 年 (801) 出羽大物忌神社の御分霊として鎮座し、古

くは吉平大神蔵と称し、王子稲荷・霞が関稲荷と共に関東三稲荷の一社ともいわれる。

天正 19 年 (1591) の九戸の戦の際には、戦乱をさけて一時津軽に移つたが、乱が収まっ

たのち慶長年中に漆沢に遷座、天和 2 年 (1682) 霊夢により現在地に移し祀つて今日

に至っている。

（『二戸市史』第 2 巻 339㌻）

② 「天和以前の稲荷神社の由緒 J

　出羽の国飽海郡吹浦村に鎮座、国幣中社大物忌神社の御分霊を遷し祀った旧社だつ

た。

　このような旧例によつて浄法寺村稲庭嶽に勧請、その後、・・・。（中略）

三十六歌仙の一人で長保 2 年 (1000) 奥州で死去したと言われる従五位上相模守信之

の母堂の宣託によつて、爾薩体の郷、官野の里に遷座して稲荷大神として天正 19 年

(1591) まで経過してきた。この間、長保 2 年から天正 19 年まで凡そ 590 年の間である。

　天正 19 年官野城主九戸左近政実、南部氏に反し豊臣秀吉の大軍と戦火を交えたの

で、津軽に戦乱を避け、九戸城の乱が平定してから、浄法寺の漆沢に遷座した。遷座

した場所は沢口、安比への 1 日道で、福田への橋の近く「はちらご」( 八羅子 ) とい

う場所だつたという。

　この頃、盛岡仙北町に住居を構えていた小保内源左衛門が禄高七十石だったが、こ

の禄を返上して、実子孫次郎とともに漆沢へ移つた。その夜、源左衛門の夢に「我官

野の稲荷なり、天正の乱を津軽に避けて、いまここにありと言えども、宮野の里を慕

うこと切なり、供奉して我を宮野に祀れ」とのお告げを聞いた。

　翌朝、源左衛門は福岡の三日町（今の五日町 ) に赴き、清浄の地を卜して一祠を建

立して大神を勧請したのが、霊元天皇の天和 2 年 (1616) 壬戌 2 月 3 日であつた。( 天

正 19 年より天和 2 年までは 25 年間 )

（「二戸の神楽」43㌻　相馬福太郎著）

③ 稲庭嶽　何時の頃か分らないが頂上に稲荷神社あり、長徳年間 (995) 宮の里（福岡）

え移さる。途中漆沢に遷座。

（『浄法寺町史一資料編一』427㌻）

④ 天台寺の創建について

　天台寺は、重要路線「陸奥路」の整備に伴って発生した（あるいは配置された ) 集

落を背景にこの頃創建された、とも考えられる。

　もう一つ、元慶の乱にからんで注目されるのは月山神社。乱が起こると朝廷は出羽

国の代表的な神である大物忌神 ( 鳥海山 ) と月山神 ( 月山 ) の位をたびたび上げ、鎮

定を祈願した。これらの神は各地に分祀されましたが、天台寺観音堂右手の高地点に

も月山神が祀られている。そこで、天台寺はその別当寺として創建された、という説

が提唱されている。

　天台寺には信仰の原点ともいうべき桂清水があり、古くから霊地として信仰をあつ

めていたものと考えられるが、それが 10 世紀頃に至って、以上のような情勢のもと

に大きなお寺として整備されていったものかと思われる。

（「桂泉観音 天台寺」17㌻ )

→ 御山・月山神社から稲庭岳が見える。

⑤ 「上方」じょうほう という言葉の意味に関心あり

　1、 上の方

　2、 山上の仏寺。山寺。奥の院。
　3、 禅寺の住職。方丈。

　4、 地位の高い人。

（『広辞苑』より）
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太田
●地名

・太田　前の太田小学校（現在の太田地区活性化施設）を中心とした舘があり、
現在も堀や舘の屋号が残っている。この太田舘に居住した太田氏は浄法寺氏一
族であり、はじめは大串を姓としたが、12 代重頼が太田村を領し、13 代重数
に及んで舘を完成したおり太田を姓として、一族を強固なものとした。22 代
太田源四郎忠能は南部利直公から 200 石を給され、その子四男忠具は隣の杉
沢に居住し、名を杉沢藤兵衛と改め杉沢氏の祖となったといわれている。

・太田部落は古代丘をなしていて、その両側の低い沢が耕作田地になっている。
そこは決して大きな田地ではなく「太田」は大きな田の意味でなく、アイヌ語
の「オタ」「ウタ」（砂場・砂地）が語源と思われる。

・「上前田」…太田小学校（にこトピア）のある所の地名。その南側が「中前田」
地名で、上中下の水田の位置関係を表した地名。

・「下の沢」…「中前田」に隣接している。「上前田」が小高い沢であり、ここ
はその下にあたる沢。

・「和泉田」…「下の沢」の南側。泉はわき水のあるところを言う。「和泉田」
は湧き水のある田の意になる。

・「長袖」…「和泉田」から「サイカツ平」に下がる県道道前浄法寺線の土堤
のあるところの倉庫や畜舎があるあたりの地名。「袖」は木の繁った出っ張っ
た丘につけられた地名である。ここは出っ張った丘が長く続いている地形から
の地名のよう。

・「遠岸」…中前田の西南、大清水地区との境のところの地名。「遠」は「頭」「塔」
と同義で、谷や沢の源の突起部、あるいは枝尾根が主脈と合するあたりの隆起
の目立っているところを指す地名（「地名の探求」）、「岸」は岩石や土地などの
切り立っている所（広辞苑）。「遠岸」は土地の隆起が目立ち、岩石が切り立っ
ているところを指す。

●太田の昔

（草間俊一・機関誌浄法寺 10 号）
・太田部落は藩政時代の太田村である。
・「南部藩領地目録」の最も古い寛文５年（1665）のものに「太田村高百四拾
七石二斗三升七合」とあり、既に藩政のはじめに田畑の開けていたことを知る
ことができる。

・藩政時代の南部藩の地誌である「封内郷村志」に、太田村は記録されている。
・明治二年の村区劃の際には杉沢などと共に浄法寺村に入った、以来太田村と
して記録にあらわれてこない。

・自然のままではあまり良好土地ではなかったため、田畑の耕作による収入は
乏しく、農業だけでは生活できないため、家畜を飼い、漆の採取に従事するも
の多かった。

・「封内郷村志」には「民戸二七軒、馬九六疋」と記され、一戸当たり三・五
疋の馬を飼育していた。

・漆の採取については「漆工人多し」とある。
・殊に田の収穫は悪く、米の品質も悪かったようだ。
・雑穀に頼り、児童の昼食は殆ど「そばやき」であった。

●太田の大火　

　明治の終わり頃 “ 太田の大火 ” という火事で 11、2 軒焼けた事があった。
　消防も何も無い時代、自然に消えたようだ。消防ポンプも無い時。

１２



　　太田・杉沢の宝
機関誌浄法寺　太田部落のすがた
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