
巡見報告

館 山 の 歴 史 探 訪

蕨   由 美

鈴 木 恵美子

1 ミステリーツアー列車発車

原前副会長を追悼 しつつ,事務局の再建を期 して開かれた平成 4年の新年会

の席のこと
'こ

の会で一度,旅行をしてみたいね。解体修理の終わった石堂寺

の素晴らしい塔を皆と見たいが, 日帰りは無理かな ?」 村日会長のため息とも

つかない「提案」が出された。それを実現することになったのが,今回の館山

探訪の旅である。だから細かい計画は一切なし。まずは, 5月 16日 の土曜日に

出発進行した。

二日目の予定である石堂寺のほかに,何かを見学 したいという7名 の第 1陣

が朝千葉駅に集合 した。ところが, この日の計画と案内役が急用で欠席になっ

た。ガイ ド役不在,降車駅不明の ミステリーツアーとなったJR館山行鈍行列

車は 9時57分,雨の千葉駅を出発 した。

2 那古船形の駅長さん推奨コース

列車が木更津駅を過ぎたころ,「せっかくの各駅停車だから,館山の一つ手

前の駅で降り,那古寺を見てみましょうか」と衆議一致。小さな那苦船形駅で

降り,駅長さんに道を聞くと,「 崖の観音へ行って,港の茂八寿司を食べ,そ

れから那古寺へ行 くのが推奨コース」と教えていただく。お寿司にもひかれ ,

ガイ ドブックの地図をたよりに雨の中をそのコースを歩 く。まずは西行が北面

の武士だったころ,妻を哀傷して建てた

という伝説のある「西行寺」 (写真 1)

に立ち寄る。

この門前で発見したのが,小 さな一枚

の角型の石の上段に 3体 ,下段に 3体の

六地蔵を彫ったかわいらしい石塔数基で

ある。六地蔵が大好きな鈴木さんが懸命

にカメラのシャッターを切る。

」
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3 崖の観音「大福寺」

西行寺から山裾をまわって海の方へ10

分ほど行くと,右手に見える山の切り立

った断崖にはりつくように築かれた朱塗

りのお堂が見えてきた。これが,藤原様

式の県内最古の磨崖仏をそのまま本尊と

して建てられた 「大福寺」の観音堂 (写

真 2)で ある。                2 大福寺の観苦堂

滑りそうな階段を登りつめたところにある観音堂から見る鏡浦の景色は,素

晴らしいの一語に尽きる。堂内の本尊,十一面観音の神秘的なたたずまいにも

薄暗い堂の中で接することができた。

大福寺を後にし,港近 くの茂八寿司で遅めの昼食をとる。

安 らかな別世界。 しかも坂東38か所の観音霊場の  3 男B古 寺の多宝塔

結願所でもあり,親 しさと優美さに満ちた境内である。

源頼朝と里見一族の崇敬を集めたというこの寺の本尊である行基作と言われ

る千手観音は,秘仏のため拝観できなかったが,国 の重文の銅造り千手観音の

方は,中世の清 らかなほほえみをたたえて観音堂の左内陣の弱い電灯の光の中

に見ることがでた。江戸中期の多 くの庶民の喜捨により建てられたという多宝

塔は,雨上がりの淡い西日に映えて眩しいほど美 しかった。

本堂と多宝塔の間に裏山に登る道があり,「 和泉式部の基」という矢印にひ
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4 優 しさに満ちた那古寺

昼食が済んで外に出てみると,雨は上がってい

た。国道沿いの道を20分 ほど歩き,那古寺に着く。

新緑の, しかも雨上がりのうっそうとした極相林

に囲まれて那古寺はあった。山門をくぐると,左

手前に鍾楼,右手に阿弥陀堂と多宝塔 (写真 3),

そして奥に朱塗りの本堂が海に面 して建ち,おだ

やかな館山湾が手に取るように見える。

補陀落山の号にたがわず, この世とは思えない
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かれ,息をはずませて頂上に登ると,館山湾の展望台である。山頂の広場の一

角に古色蒼然たる苔む した五綸堪があり.そ の両側に「和泉式部の墓_  」ヽ式

部の基」と刻んてある明治初期の新 しい灯籠があった。那古船形駅でもらった

バンフレットによると,柳 田国男が 「式部の夫は上総介に任 じられたことがあ

る。………こればかりのわずかな縁故からこの婦人の基所が安房の国にあってよ

いようにいうのは無理」と述べているという。 しかし, この地に情熱的な平安

歌人和泉式部の墓の伝説が生 じたということについては, この美しい風土にこ

そ生 じ得たことであると納得することができる。

5 城跡に建つ館山市立博物館

那古寺の問前から路線バスに乗る。パスが館山駅の先へ行 くものであったの

で,里見氏の館山城跡に立っている博物館へ行き,閉館までの15分 間本館だけ

を見学 した。城山山頂の天主閣が分館,下の台地に建つのが本館である。

館内は, 1階が歴史展示室であり,先程見てきた那古寺の観音様の複製が迎

えてくれる。里見氏を中心とした戦国時代の安房.万石騒動の農民の斗い,那

古寺の多宝塔などに関する展示を見る。 2階は民俗展示室で,母屋と炊事場が

分棟であるという黒潮文化の流れをくむ安房地方の民家の複製があった。

閉館のアナウンスに追い立てられるように博物館を出て,パ スに乗り,宿の

「静海荘」に着いたときは 5時を過ぎていた。

6 地方公務員保養所「静海荘」で合宿

勤務先から直行の村田会長ほかの方々と合流し,一同なごやかに夕食をいた

だく。その後で翌日の見学地 「石堂寺」の予習をする。団体さんのカラオケも

気にせず,会長の名講義に翌日の見学地の期待が深まる夜であった。

一夜明けて, 5月 17日 。天気予報は,晴れ時々曇りという。女性 3人 は,宿

のすぐ近 くの北条浜で朝食前の散歩を楽しむ。市の職員が潮千狩りの準備のた

め浜の清掃をしていた。東京湾の富栄養化のために繁茂した赤い藻を取り除く

作業であるという。奇麗になった浜辺を吹 く潮風がここちよい朝である。

7 ハングル文字の石碑に感動 した大巌院

朝食後,総勢 11名 ,館山の街で弁当を買い,駅前からタクンー 3台 に分乗 し

て出発する。今日は村田会長の完璧なガイ ド付なので,大舟に乗った気分であ
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る。最初は大巌院で降り,四面石塔 (写真 4)を

見る。この石塔は,四面に,イ ンドの梵字,中 国

の筆字,韓国のハングル文字,和風の漠字でそれ

ぞれ 「南無阿弥陀仏」と彫ってある珍 しい碑であ

る。

建立は,元和10年 (1624)。 江戸初期の国際感

覚,隣国の文化に対する思いを見るようであった。

特にハングル文字は,15世紀李朝の世宗によって

制定されて約 1世紀後の当時としては, とてもハ

イ カ ラ な 文 字 で あ ぅ た と想 像 され る もの で あ る。  4 大 巖 院 の 四 面 石 苺

基所 (写真 5)が あった。寺の開基以前     5 里見氏のき所

の「正安三年」記銘の板碑を江戸時代になって別の板石にはめ込み,亀の形の

石の上に乗せた石塔を中心に古い小さな五輪塔が数基あった。これは,里見氏

4代の実尭ほか何代かの墓であるという。今も大切に供養されている様子がう

かがえる。

山を下りて本堂に戻ると,住職に本堂を案内していただく。関東大震災で全

焼する前は,仁王門,経蔵,本堂,書院,開山堂などが建ち並ぶ壮大な寺であ

ったが,今では,昭和36年 になってやっと再建することが出来た本堂のかもい

に架けられた震災前の古い写真で偲ぶ しかないという。

本堂の縁側に無造作に置かれた黒い極の中には,里見氏の系図,古文書等の

寺宝が入っているとのことであり,天明 4年作の地獄絵を入れた箱もその横に

あった。お盆に公開するときには,近隣から2.000人以上の人がみえるという。
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8 里見氏ゆかりの延命寺

次は,里見民の書提寺である延命寺を

訪ねる。山門をくぐり,広い境内の本堂

左手前に何とも愛くるしい石の観音像と

ユーモラスな石像が立っている。

その横を通って裏山に登ると,館山平

野が望まれる展望台の一角に,里見氏の



御住職は, 
‐
震災で中世以来の貴重な建物が全部ダメになり残念であるが,

残っていれば文化財の保存で大変なことになったであろう。」と言われ,庫裏

の方へも案内していただく。取り壊された建物の彫刻の一部など,名 残の品々

があった。特に庫裏の玄関に架けられた大魚鼓は, 1メ ー トル以上ある立派な

もので,三芳村の文化財になっているという。

さらに,御住職は,近 くの山の人定窟への案内すると言われたが,石堂寺で

の約束の時間が迫っていたので,お別れ して車に乗り込んだ。

9 長安山東光院石堂寺

南総の光輝 く田園地帯と丘陵を抜けて,目 的の石堂寺に着く。山門には参拝

客用の竹の杖が置いてあり,苔むした石段と樹々の緑が日にしみる。この上に

中世寺院建築の宝庫が建ち並んでいると思うと,期待に身も心 も引きしまる。

観光ずれした京都や鎌倉の名刹にない本当の静けさとすがすがしさに心が洗わ

れるようである。

石堂寺は,天台宗の名刺で,神亀 3年 (726)に行基善薩による開基である

という。もとは石塔寺といい,滋賀と群馬の石塔寺と並ぶ日本三塔寺の一つに

数えられている。

御住職から直接お話していただけるということであったが,急用のためお留

守で,代わりに奥様から丁寧に説明をしていただく。庫裏に荷物を置いてから,

国指定の重要文化財である本堂に上らせていただき,説明をうかがう。一番に

日についたのが,真ん中にある素晴らしい厨子である。これも国指定の重文で

あり,室町時代の永正10年 (1513)に 造られた唐様と天竺様の折哀様式である。

様式上から見て, 日本で最も古 く,技術的にも優れている立派なものであり,

色づかいに落ち着きが感じられる。

この中に安置されている御本尊の十一面観音立像も国指定重文である。カヤ

材の一本造りで,両腕は別材で剥ぎ寄せてあるという。女性的な美しさに,顔

はふっくらと笑みを讃えておられるとの自である。拝観できなかったのは残念

であったが,石田閑山画伯の画かかれた御本車の額が奉納 してあったので,そ

れを拝見する。

そのほかに,文明 19年 (1487)夜盗の失火によって全山消失 したこと,永正
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10年 (1513)こ ろ本堂を再建 したこと,大永 2年 (1522)こ ろにお寺を大塚山

から現在の所に移したことなどのお話を聞き,さ らに,薬師堂,多宝塔,1日 尾

形家住宅などの説明を聞 く。お話が終わってから,お寺のしおりと安房六地蔵

尊霊場御朱印帳をいただいた。

本堂を外から拝見すると,重厚さに引き込まれそうな感じが した。本堂は,

正面 3間,側面 4間で,その周りに勾欄付きの廻縁をめぐらせ,屋根は寄棟造

り鋼板葺きで,正面に片流れの向拝がある。

本堂に向かって右手に多宝塔 (写真 6)が ある。

これは,本堂より30年 はど後の天文 14年 (1545)

に丸氏と里見氏の協力により建立されたものであ

る。屋根は鋼板葺きの二層建築で,建物の周囲は

養老の滝の図柄,鶴亀竜など精巧を極めた彫刻で

飾ってあったが,平成に入って改築工事が行われ ,

屋根はコケラ葺き,建物の周囲の彫刻は取り払わ

れて当初の姿にしてある。はずされた彫刻は,本

堂の左脇にある建物の中に保管されていた。    3 石壼寺の多宝書

改修工事は,約 2年かかり,平成 8年 4月 に完成 し,中 には,鎌倉仏の木造

千手観音座像が安置されている。塔の露盤面には,多宝塔建立に関わった人た

ちの名前が多数刻まれていて,里見氏や丸氏の名前もあるという。これは,篠

崎四郎氏が昭和 8年に手拓を取って解明されたものであるという。現在は県指

定文化財であるが,「 国の文化財保護審議会が平成 4年 5月 29日 ,国の重要文

化財に指定するように文部大臣に答申した。」と5月 30日 の新聞に報道されて

いる。

本堂に向かって左手に,県指定有形文化財の山王宮というお宮さんがある。

朱色の色彩が落着きを見せて,フ ッと心が昔に入っていくようである。右手の

高台に,国指定の重文の薬師堂がある。天正 3年 (1575)建立,寄棟造りの茅

苺きで,ま わりの樹々の緑に映えて,お堂が くっきりと浮かび上がっている。

町指定の有形文化財の鍾楼 も, どっしりとした安定感のある姿で庭の一角に鎮

座していて,屋根の形がとても美しい。天明 3年 (1788)徳川時代に建立され
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たものである。

本堂の裏手の木立ちの間を抜けて行 く

と,梅の林の向こうに国の重要文化財の

尾形家住宅 (写真 7)がある。尾形家は,

宝永 6年 〈1709)に 没 した医者の尾形宮

内を初代とした名主であった。住宅は,

居間,下部屋,納戸,奥の間,中 の間.

玄関などの 6室からなっているが,土間     7 尾形家住宅

の部分が別棟になっている。これは,南九州に多いものであるという。昔は,

玄関から入ることを許された人はごく限られた人であったというが,格式の高

さがうかがわれた。

見学が終わり,庫裏に戻って昼食をとり,今後の打合せをして,一件落着。

13時 46分のパスに乗り,館山駅 14時 15分 着。パンプキンケーキなどのおみやげ

を買い,14時 48分 発のJRに 乗って帰途についた。

10 旅の発見

石堂寺に是非行きたいという皆の念願から始まった歴史探訪であったが,評

判どおりのすばらしい寺院がたくさんあり,心清められる旅であった。二日間 ,

この旅は結果として安房中世の寺院に始まり,終わった。

源頼朝の挙兵を支え,中世の扉を開いた南総の武士団,そ して, じ烈な戦国

の世に生き抜いた武将里見氏や丸氏らの足跡は,意外にも多くの寺々に残され

ていた。その寺々が,徳川幕府の政策により里見氏が滅亡 しても,な お帰農 し

た武士や多 くの民衆の信仰により,今 日まで大切に維持されてきたという事実

に今回の旅の一つの発見があったように思われる。

参考文献

酒井秀郎  『房総寺でらへの道』

篠崎四郎  '房総の史跡散歩』

千葉県教育委員会  『千葉県の文化財』

千葉県高等学校教育研究会歴史部会  '千葉県の歴史散歩』

Z

-43-


