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南無谷窮居堂のブログ「窮々自適」から、「坂東三十三カ所」の部分をまと

めたものです。（http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/） 

  

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/
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板東三十三カ所巡礼 

 南無谷から館山の街へ行くときに、ときどき那古寺（なごじ）というお寺の前

を通ります。一度寄っておまいりしたことがありますが、ここは板東三十三カ

所巡礼の第三十三番目、最後の結願の寺となっています。最近ほかの三十

二カ所はどことどこで、どうまわるのか気になってきました。 

  

 とりあえず『板東三十三観音巡礼 法話と札所案内』（板東札所霊場会編、

1987、朱鷺書房）という本を見てみました。 

 

 『板東三十三カ所 観音霊場めぐり』（平幡良雄、1981、満願寺教化部）と

いう本もありました。 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/09/photo_3.jpg
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インターネットで調べてみると、 

「板東三十三観音公式サイト http://www.bandou.gr.jp/」 

というページもあります。 

 

 板東三十三カ所のお寺と場所はこうです。 

1 番 大蔵山・杉本寺 神奈川県鎌倉市二階堂  

2 番 海雲山・岩殿寺  神奈川県逗子市久木 

3 番 祇園山・安養院田代寺 神奈川県鎌倉市大町 

4 番 海光山・長谷寺 神奈川県鎌倉市長谷 

5 番 飯泉山・勝福寺 神奈川県小田原市飯泉 

6 番 飯上山・長谷寺 神奈川県厚木市飯山 

7 番 金目山・光明寺 神奈川県平塚市金目 

8 番 妙法山・星谷寺 神奈川県座間市入谷 

9 番 都幾山・慈光寺 埼玉県比企郡都幾川村西平 

10番 巌殿山・正法寺 埼玉県東松山市岩殿 

11番 岩殿山・安楽寺 埼玉県比企郡吉見町御所 

12番 華林山・慈恩寺 埼玉県岩槻市慈恩寺 

13番 金龍山・浅草寺 東京都台東区浅草 

14番 瑞応山・弘明寺 神奈川県横浜市南区弘明寺町 

15番 白岩山・長谷寺 群馬県群馬郡棒名町白岩 

16番 五徳山・水澤寺 群馬県北群馬郡伊香保町水沢 

17番 出流山・満願寺 栃木県栃木市出流町 

18番 日光山・中禅寺 栃木県日光市中禅寺歌浜 

http://www.bandou.gr.jp/
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19番 天開山・大谷寺 栃木県宇都宮市大谷町 

20番 獨鈷山・西明寺 栃木県芳賀郡益子町 

21番 八溝山・日輪寺 茨城県久慈郡大子町上野宮 

22番 妙福山・佐竹寺 茨城県常盤太田市天神林町 

23番 佐白山・観世音寺 茨城県笠間市笠間 

24番 雨引山・楽法寺 茨城県真壁郡大和村本木 

25番 筑波山・大御堂 茨城県つくば市筑波 

26番 南明山・清瀧寺 茨城県新治郡新治村小野 

27番 飯沼山・圓福寺 千葉県銚子市馬場町 

28番 滑河山・龍正院 千葉県香取郡下総町滑川 

29番 海上山・千葉寺 千葉県千葉市中央区千葉寺町 

30番 平野山・高蔵寺 千葉県木更津市矢那 

31番 大悲山・笠森寺 千葉県長生郡長南町笠森 

32番 音羽山・清水寺 千葉県夷隅郡岬町鴨根 

33番 補陀洛山・那古寺 千葉県館山市那古 

 

東京都  １カ所 

神奈川県 ９カ所 

千葉県  ７カ所 

埼玉県  ４カ所 

茨城県  ６カ所 

栃木県  ４カ所 

群馬県  ２カ所 

 

 地元神奈川県が９カ所で、最近なじみになった千葉県が７カ所と、近場に

けっこうあります。１から４番までは鎌倉・逗子なので、すぐ行けそうです。 
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 老後の楽しみと言えば、昔からお宮まいりに寺まいりと相場がきまっていま

す。全部行けるかどうかはともかく、ぼちぼちと行ってみようかという気になり

ました。 

 まわる順番は特に決まってなくて、自分の都合で行けるところから行けばよ

さそうです。上記の公式サイトには「公式巡礼用品の紹介」 

http://www.bandou.gr.jp/goods/goods.php 

という頁もあって、「最低限、輪袈裟・数珠はご持参下さい」となっていますが、

とりあえずはこれもいいでしょう。 

 ということでともかくやってみようと、新しく「板東三十三カ所」というカテゴリ

ーを作りました。 

 

2010年 6月 9日 (水) 

  

http://www.bandou.gr.jp/goods/goods.php
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第一番 杉本寺 

 2010（平成 22）年６月５日（土）、まずは第一番、大蔵山杉本寺（だいぞうざ

んすぎもとでら）、杉本観音へ行きました。 

 鶴岡八幡宮から岐れ路をすぎて十二所・朝比奈方面へ向かう金沢街道を

ちょっと行ったところ、道路脇がすぐ入口の階段になっています。 

 

 

 

 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/10/01.jpg
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  途中の山門。奥にまた階段が見えます。 

 

 この苔の階段は使用禁止。脇の階段を登ります。 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/10/01_2.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/10/01_3.jpg
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 そして茅葺きの本堂。ここは天平６（734）年に行基が開いたという鎌倉最

古の寺です。 

 
 

 本尊の十一面観音の来歴などのこともありますが、まずはお詣りをすませ

て、これをもとめました。納経帳です。通常のスタンプラリーとは違って、なん

となくありがたそうではありませんか。 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/10/01_5.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/10/photo.jpg
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 そして第一番の頁ご印をいただきます。文字も書いていただきます。 

 よく読めないのが情けない。一番上は十一面観音をあらわす梵字のようで

す。その下は「十一面大悲（殿？）」でいいのでしょうか。 

 

 

 この頁の裏には、 

 

 たのみある しるべなりけり 杉本の 

ちかひはすえの 世にもかはらじ 

 

という詠歌が記載されています。 

 なにはともあれこれで第一歩を踏み出しました。 

 「巡礼に御報謝」です。 

 

 2010年 6月 10日 (木) 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/09/01.jpg
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第三十三番 那古寺 

 第一番の次は、2010（平成 22）年６月 12 日にいきなり最後の第三十三番

札所補陀洛山那古寺（ふだらくさんなごじ）、那古観音へ行ってきました。千

葉県館山市那古にあって、南無谷から買い物で館山の街へ行くときにとき

どき前を通る、なじみの寺です。 

 これで最初と最後がつながってキセル三十三カ所巡礼の完了！というつ

もりではありません。 

 しかし観音様には四万六千日（しまんろくせんにち）という縁日があって、

その日に参拝すると四万六千日分の御利益があるということになっています。

八代目桂文楽の「船徳」の「四万六千日、お暑いさかりでございます」という

文句が有名です。 

 チベットあたりでは、筒の中にお経を入れたマニ車というのがあって、一回

転させると一回お経を読んだことになるそうです。 

 これだけお手軽にしてるんだから、そのうちキセル巡礼でもいいことになる

のではないでしょうか。 

 ちょっと坂を登ると山門です。 

 

 
 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/17/dscf2809.jpg
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 多宝塔の前を通ります。 

 

 
 

 そしてこれが本堂。 

 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/17/tsdscf2816_2.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/17/dscf2813_2.jpg
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  おまいりをすませて納経。第一番の杉本寺では「発願」の印をおしてもら

いましたが、ここでは「結願（けちがん）の印はまだ押せません」と言われてし

まいました。全部まわってからもう一度来なければなりません。まだキセルで

はだめなようです。 

 書いてもらった一番上の文字はキリークという千手観音をあらわす梵字で、

その下の大悲殿は、観音様の慈悲の殿堂というような意味だそうです。 

 

 

  

ご詠歌は 

 ふだらくは よそにはあらじ 那古の寺 

  きしうつなみを みるにつけても 

 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/17/photo_2.jpg
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 補陀洛というのは観音菩薩のいるところ、観音浄土というような意味で、若

いころ井上靖の「補陀洛渡海」という小説で知りました。これは那智の補陀

洛寺からはるか南方の彼方にあるという補陀洛浄土をめざして僧侶が船出

するという話です。 

 那古寺から海はすぐそこですし、昔は補陀洛渡海が行われていたのでしょ

うか。ご詠歌ではこここそが補陀洛であるとうたわれていますが。 

 

 ひとつ余計な話をつけ加えておくと、松本清張に『Ｄの複合』という推理小

説があります。「僻地に伝説をさぐる旅」という連載をはじめた作家が、次々

に事件にまきこまれるという筋書きで、その中で作家は補陀洛渡海伝説を求

めて千葉県へ行くのですが、館山まで行きながらそこでは見つけることがで

きず、鋸南町保田（ほた）の鋸山（のこぎりやま）の日本寺がそうではないかと

いうことになってしまいます。「ほた」は「ふだらく」が転訛したものだなどという

前に、どうして補陀洛山那古寺が目にとまらなかったのか、不思議です。 

 

 
 

 

 この近くには崖観音と呼ばれる船形山大福寺があって、崖の中腹に磨崖

仏の観音様がまつられています。 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/21/photo.jpg
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 下から見上げてもなかなかのものですし、登るとすぐ目の前に海が広がっ

ています。補陀洛渡海はこのあたりでも行われていたのではないかという気

になってきます。 

 

 

  

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/17/dscf2801.jpg
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第十四番 弘明寺 

 昨日７月８日(2010 年(平成 22))は横浜市南区の瑞応山弘明寺（ずいおう

ざんぐみょうじ）、弘明寺観音へ行ってきました。 ここは第十四番札所です。 

 このあたりには若いころからなじみがあって、いつでも行けるという気がす

るので急ぐつもりはなかったのですが、ちょうど７月８日から 10日まで四万六

千日ということなので、行ってみました。一日の参拝で四万六千日分功徳が

あるという、年に一度の観音様のサービスデーです。 

 

 これが山門。  

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/07/09/dscf2917.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/07/09/dscf2925.jpg
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 階段を登って行くと、途中に竹で作った竹観音や身代わり地蔵があります。

これが竹観音。 

 

 身代わり地蔵。 

 
 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/07/09/dscf2910_2.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/07/09/dscf2911.jpg
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 そして本堂。 

 
 四万六千日で十一面観音ご開帳ということでしたが、ずっと奥の方までもう

大勢の人が座っていて、そのうち勤行が始まり、一番後ろしか空いていない

状態だったので、遠くから拝んだだけで、赤飯を買って帰りました。 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/07/09/dscf2923.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/07/09/dscf2929.jpg
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 ここの参道はアーケードの商店街になっていて、昔から庶民的なにぎやか

な街ですが、時代の趨勢か、そこそこシャッターが閉まっている店も見られ

ました。昔はなかった全国展開のチェーン店が増えているのも時代の流れ

でしょう。 

 
 

「さむるほのみや」の謎 

 家へ帰って、このブログにのせようと、坂東札所霊場会の「板東三十三観

音公式サイト http://www.bandou.gr.jp/temple/temple11-20.php 」で、弘

明寺のご詠歌を調べてみると、 

 

 ありがたや ちかひの海を かたむけて そそぐめぐみに さむるほのみや 

 

となっています。この最後の句がわからない。「さむるほのみや」って何だ。 

 「さむる」は「覚むる」あるいは「醒むる」だろうが、「ほのみや」は？ 

 まさか「さむ るほのみや」や「さ むるほのみや」ってことはないだろう。そ

れじゃ余計わからない。 

 「穂の宮」？「穂の実や」？「ほの見や＝仄見や」？ 

http://www.bandou.gr.jp/temple/temple11-20.php
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/07/09/dscf2927.jpg
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 前に紹介したガイドブック『板東三十三カ

所 観音霊場めぐり』を見ても、歌がのってい

るだけで、意味の解説はない。（P70） 

 

 古語辞典を見てもわからない。インターネッ

トで調べても、三十三カ所巡礼の紀行や解

説のページには、ご詠歌がそのまま載ってい

るだけで、意味の説明は見あたらない。 

 結局さっぱりわからないまま、昨夜はあきら

めて寝ました。 

 

 

 

 

 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/07/09/photo_2.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/07/09/hpt_2.jpg
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 そして、今朝あらためて納経帳の弘明寺の頁を見てみると、なんとこうなっ

ていました。 

 

 

 ありがたや ちかひの海を かたむけて 

 そそぐめぐみに さむるほのやみ 

 

「さむるほのやみ」です。「ほのみや」ではなく「ほのやみ」です。「ほのみや」

はただの誤植か！ 

 これなら、「醒むる仄闇（ほのやみ）」なら、なんとか意味がわかるような気が

します。こんなところでしょうか。責任はもてませんが。 

 ありがたいことだ。観音様の、海のように大きな衆生救済の誓願のお力を

ふりそそぎお恵みいただいて、薄暗い闇の世界から目が覚める。 

 それにしても、まさか公式ホームページとガイドブックの両方が間違ってい

るとは思いませんでした。ガイドブックは 1987 年の初版で、私の持っている

のは 2002年第一版 23刷です。誰も気がつかなかったんでしょうか。 

 あらためてインターネットの Yahoo！で検索してみました。 

 「さむるほのやみ」で出てきたのが３０件。 

 「さむるほのみや」で出てきたのが５２件。 

 なんと間違っている方が多い。 
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 ご詠歌の意味をいちいち考えるような人間の方が少ないんでしょうね。 

 まあ、そんなこと信心には関係ないと言えば関係ないけれど… 

 

2010 年 7 月 9 日 

 

【追記：2013/1/15】 

 失礼しました。上記の歌の解釈は間違っていました。 

 「ほのやみ」は「焔疫」で疫病のことでした。訂正いたします。 

 詳しくは、第十四番弘明寺 ご詠歌をご覧ください。 

 

  

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/post-f013.html
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第二番 岩殿寺 

 2010 年（平成 22）８月 10日、第二番札所、神奈川県逗子市の海雲山

岩殿寺（かいうんざんがんでんじ）へ行きました。ＪＲ逗子駅の西口から歩い

て十分程度、住宅地を山の方へ少しあがって行った奧にありました。 

 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/15/dscf3015.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/15/dscf3018.jpg
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 山門をくぐると階段が続きます。 

 

 登ると、逗子の海が見えます。 

 
 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/15/dscf3020.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/15/dscf3025.jpg
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 この日が四万六千日だというので行ったのですが、午後から出かけたら、

法要は午前 10時からで、もう終わっていて、本堂前にもほとんど人影があり

ませんでした。 

 
 本堂裏の奥の院岩殿観音。寺号はこれに由来するとのこと。 

 
 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/15/dscf3031.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/15/dscf3022.jpg
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 本堂の脇には泉鏡花が寄進したという「鏡花の池」があります。 

 

 この寺は泉鏡花にゆかりがあって、「春昼（しゅんちゅう）」「春昼後刻（しゅ

んちゅうごこく）」という作品の舞台にもなっており、歌碑もあります。その話は

別項にすることにして、とりあえず参詣は無事すませたという報告をしておき

ます。 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/15/dscf3040.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/15/photo.jpg
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 ご詠歌は 

たちよりて 天の岩戸を おしひらき 

仏をたのむ 身こそたのしき 

 今回はわかりやすい歌でした。 

 

 そして今回のおみやげは、「浪子饅頭（なみこまんじゅう）」。 

 
 これは鏡花でなく、徳富蘆花の小説『不如帰（ほととぎす）』の主人公、武

男と浪子にちなんだもので、もう百年以上前から作り続けているそうです。 

 追記：泉鏡花『春昼・春昼後刻』を書きました。（10/08/31） 

 

 

  

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/post-a42f.html
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/15/dscf3059.jpg
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第八番 星谷寺 

 2010 年（平成 22）８月 29 日（日）、第八番札所、妙法山星谷寺（みょうほう

ざんしょうこくじ）、星の谷観音（ほしのやかんのん）へ行ってきました。神奈

川県座間市にあります。ちょうどその日は小田急線の伊勢原へ行く用があっ

たので、座間駅で途中下車して拝んできました。 

 座間駅から歩いて五分。この日も暑い日でした。 

 

 ここには山門がなく、仁王様が野天に立っていました。 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/30/tsdscf3077.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/30/photo.jpg
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 正面が本堂です。 

 

 
 

 本堂へ入ったところ。 

 
 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/30/dscf3090.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/30/dscf3084.jpg
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 この右手に、こんなものがあります。「根下り紅葉」といって、これに触れると

乳の出が良くなるという星谷寺の七不思議の一つだそうです。 

 
 

 これが七不思議です。 

 
  

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/09/03/dscf3082.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/09/03/dscf3086.jpg
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撞座一つの梵鐘。撞座（つきざ）というのは、撞木を当てるところで、ふつう

は鐘の両側にあるものだそうです。 

 

 

 これが星の井戸。 

 
 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/09/03/dscf3092.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/30/dscf3087.jpg
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 約束の時間がせまってきたうえに暑かったので、他の七不思議はゆっくり

確認できませんでした。せわしない参詣になってしまいました。 

 ご詠歌は 

さはりなす まよひの雲を ふりはらい 

月もろともに おがむ星谷 

 

 

 

 

  

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/30/08.jpg
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第三番 安養院田代寺 

 すっかり秋になり、巡礼日和です。 2010 年（平成 22）10 月 16 日（土）第

三番札所、鎌倉の祇園山安養院田代寺（ぎおんざんあんよういんたしろじ）

へ行きました。 

 安養院というのは北条政子の法名だそうです。その北条政子が建立した

祇園山長楽寺と善導寺が合併してできた安養院と、頼朝の家臣田代信綱

が創建した田代寺がさらに合併して安養院田代寺になったのだそうで、ちょ

っとややこしい。地図には長楽寺安養院と書いてあったり、ウィキペディアに

は「正式名称 祇園山安養院長楽寺」と書いてありますが、門前の看板には

安養院田代寺と書いてありました。（クリックすると拡大して見られます） 

 

 
 

 秋晴れのいい天気でした。この大町や小町のあたりは日蓮の辻説法跡が

あるくらいで日蓮宗の寺が多いのですが、これは浄土宗のお寺です。 

 鎌倉駅から逗子の方角、名越の切通しの方へ歩いて十分程度、道路沿い

にありました。この垣根はツツジで、季節には上の看板のようになるそうです

が、今はご覧のとおり。 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/19/tdscf3321.jpg
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 これが山門。 

 
 

 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/19/dscf3320.jpg
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そして本堂。 

 

 阿弥陀如来の後ろに千手観音がおわします。これも拡大して見るとわかり

ます。写真が斜めになっているのはわたしの心が歪んでいるせいでしょう

か。 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/19/dscf3323.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/19/dscf3322.jpg
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 本堂のまわりだけの、こぢんまりしたお寺ですが、樹齢七百年という、こん

な槇の巨木もありました。 

 
 これはお地蔵様。 

 
 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/19/dscf3324.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/19/dscf3328.jpg
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 御詠歌は、 

 

枯樹にも 花咲く誓ひ 田代寺（たしろでら） 

世を信綱の 跡ぞ久しき  

 

 ここまで来たので、ちょっと奧にある日蓮宗の安国論寺まで足を延ばしまし

たが、ここは三十三カ所外なので、また別の機会に。 

 

2010年 10月 19日 (火)  

 

  

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/19/photo.jpg
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第四番 長谷寺 

 安養院から安国論寺へ行って、その後、第四番札所、海光山長谷寺（か

いこうざんはせでら）までとことこ歩きました。天気のいい土曜日、長谷寺は、

大仏も近く鎌倉観光のメインコースなのでとてもにぎわっていました。 

 これが山門。 

 

 入ると庭があって、この奧の階段を登っていきます。 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/21/dscf3348.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/21/dscf3372.jpg


41 

 

 長谷寺という名前のお寺はあちこちにあって、板東三十三カ所の中にもこ

こを含めて三つの長谷寺があります。板東三十三カ所は当然観音様ですが、

その他の長谷寺もどれも観音様が祀られていて、大和の長谷寺の系列であ

るようです。 

 はじめて知りましたが、「日本三大長谷観音」とか「三大長谷寺」という言葉

があるそうです。その三つに 

 奈良県桜井市の長谷寺（大和の長谷観音） 

 神奈川県鎌倉市の長谷寺（ここです。鎌倉の長谷観音） 

は文句なく入りますが、三番目は諸説あって、ネットで見てみるとこんなにあ

ります。 

 長野県長野市の長谷寺 

 茨城県古河市  〃 

 秋田県本荘市  〃 

 福岡県鞍手町  〃 

 三重県多気町の近長谷寺（きんちょうこくじ） 

 「日本三景」のように評価が定まっているものはともかく、「日本三大○○」

と言っているものの中には、有名なものにあやかって、うちもひとつ、と自称

しているものもけっこうあるようです。 

 階段をあがると観音堂。高さ 10 メートルに近い大きな金色の十一面観音

像があります。 

 養老年間、この寺の開山と言われる徳道上人が、大和の初瀬（はせ）で楠

の巨木を見つけ、本木（もとき）で一体、末木（うらき）で一体の「同木異体」

の二体の観音像を作り、本木の一体は大和の長谷寺にまつり、末木の一体

は伊勢の海に流した。それが三浦半島の長井の浜に漂着したのを鎌倉へ

持ってきて、新長谷寺がひらかれた、というのがこの寺の開山伝説です。 

 だからここの観音像は、大和の長谷寺の観音像と同じくらいの大きさで

す。 
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 松本清張・樋口清之の『鎌倉の旅 箱根・伊豆』（光文社、1967）によれば、

この寺は古くから有名なのに由来がはっきりしない、というのは、鎌倉時代の

基本史料である『吾妻鏡』に、第一番札所の杉本寺（第一番 杉本寺）など

は火災とか頼朝参拝の記事とかあるのに、この長谷寺はまるで出てこないの

だそうです。 

 鎌倉時代の市街は東の大町、小町、材木座が中心で、このあたりは観音

信仰が盛んになってからひらけた門前町なので、注目すべき政治的事件な

どがなかったから、たまたま『吾妻鏡』には記事がなかったのでは、というの

が、松本・樋口の推測です。 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-51f8.html
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/21/dscf3358.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/21/photo_3.jpg
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 観音堂の隣は大黒堂。木像の大黒天があります。前の広場はイベントの

設営中でした。 

 
 鎌倉の海が見える見晴台もあります。 

 
 にぎやかで若い人や外国人観光客の姿もけっこう多い。 

 観光客として見てみると、このお寺はなかなかよくできています。狭くはな

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/21/dscf3355.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/21/dscf3361.jpg
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いが、歩き回って疲れるほど広くはない敷地内に、いろんなものがコンパクト

に配置されています。 

 メインは金色の 10 メートルの観音像で、他に大黒堂、経蔵、阿弥陀堂など

があります。下右の写真は地蔵堂で水子供養を受け付けています。 

  
  弁天窟という岩屋があって、洞窟くぐりもできます。 

  
 日本庭園も当然あって、そのうえこんな「和みの地蔵」まであります。ここで

若い女の子たちが記念写真をとっていました。  

  
 レストランもあったし、「長谷の市」というイベントも開催されるようです。デー

トや子ども連れでも楽しめそうです。 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/21/dscf3360.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/21/dscf3362.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/21/dscf3365.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/21/dscf3368.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/21/dscf3363.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/21/dscf3366.jpg
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 にぎやかだったせいもあって、なんだかちょっとしたレジャーランドへでも

来たような気分になってしまいました。寂滅為楽の境地は遠い。 

 とりあえず御朱印をいただいて帰りましょう。 

 御詠歌は、 

長谷寺へ まいりて沖を ながむれば 

由比のみぎはに 立つは白波 

 

 

2010年 10月 21日 (木)  

 

  

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/10/21/photo.jpg
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第十三番 浅草寺 

 板東三十三カ所巡礼にしばらく行っていなかったので、年内にもうひとつ

と、昨年（2010 年（平成 22））の大晦日に第十三番札所金竜山浅草寺（きん

りゅうざんせんそうじ）浅草観音へ行きました。 

 ここはあまりにも有名な寺なので、説明は他のホームページなどにまかせ

ることにします。 

（浅草寺公式ホームページ→http://www.senso-ji.jp/index2.html） 

 雷門をくぐると 

 

 宝蔵門までずっと仲見世が続きます。にぎやかです。  

  
 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-c6cc.html
http://www.senso-ji.jp/index2.html
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/01/03/dscf3646.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/01/03/dscf3644.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/01/03/dscf3641.jpg
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 これが宝蔵門です。 

 
 

 その奧が本堂。もう正月の支度ができていました。 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/01/03/dscf3639.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/01/03/dscf3634.jpg
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 参拝が終わったら、この影向堂（ようごうどう）で御朱印をいただきます。 

 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/01/03/dscf3631.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/01/03/dscf3632.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/01/03/dscf3630_2.jpg


49 

 

 

 

御詠歌は、 

 

ふかきとが 今よりのちは よもあらじ 

つみ浅草に まいる身なれば 

 

 昨年６月からはじめた板東三十三カ所巡礼ですが、これで八カ所まわりま

した。近くて便利なところはこれでだいたい片づいたので、今年からは遠い

ところを少しずつまわることになります。 

 

 帰りに、うちの奥さんの大好物の舟和（ふなわ）の芋ようかんを買いました。

これが仲見世にある店で、本店もこの近くにあります。 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-c6cc.html
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/01/03/13.jpg
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 浅草の和菓子屋というと、最近はまっているマンガ、『あんどーなつ-江戸

和菓子職人物語-』（原作：西ゆうじ、作画：テリー山本、小学館、ビッグコミッ

クス）がすぐ思い浮かびます。 

 

 パティシエ（洋菓子職人）を目指していた女の子=安藤奈津（あんどう なつ）

が、ふとしたことから浅草の老舗和菓子店「満月堂」のアルバイトになり、や

がて和菓子の世界に魅せられ、一人前の和菓子職人を目指していくという

職人根性物語に、和菓子の蘊蓄と下町人情話をからませたおもしろいマン

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/01/03/dscf3649.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/01/03/12_2.jpg
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ガです。 

 最近和菓子作りを趣味にしている姪が持っていました。読ませてもらったら

おもしろかったので、わが家でも 12巻まで揃えました。現在も『ビッグコミック

オリジナル』に連載中です。貫地谷しほりの主演でテレビドラマになったそう

ですが、そちらは見ていません。 

 こんなけなげな女の子が今どきいるわけがない、という気がしないでもあり

ませんが、だからこそおもしろいのかもしれません。 

 パラパラめくっていたら、芋ようかんの店も出ていました。 

 

          （『あんどーなつ 12』P17、小学館、2010） 

 

 

2011年 1月 6日 (木) 

 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/01/03/12.jpg
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第五番勝福寺 

 板東三十三カ所の巡礼を始めたのは 2010（平成 22）年のことでした。その

年に近場のお寺を八カ所まわりましたが、2011年、2012年はとうとうどこへも

行きませんでした。これではいけないと思っていたところ、目にとまったのが

この新聞広告でした。 

 
 

 こういうバスツアーがあるのは知っ

ていましたが、今回の広告によれば、

これまでなかったわが町港南台発の

ツアーが始まります。これは便利で

す。 

 三十三カ所を全十回でまわります。

第一回はお試し価格で、なだ万の

弁当付き 3,990 円と格安です。しか

も四カ所まわるうち、三カ所はわたしがまだ行ってないところです。 

 さっそく第一回を申し込んで、2012年（平成 24）２月２日（土）、出かけまし

た。朝はあいにく雨が降っていましたが、次第にあがっていきました。 
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 第一回コースで最初に行くのは当然一番札所の鎌倉の杉本寺です。ここ

は始めたときに行っているので、省略します。（→第一番 杉本寺） 

 その次に行ったのがなんとここ、小田原のかまぼこ屋、鈴廣（すずひろ）で

す。鈴廣かまぼこ博物館に大きな店。さすがに観光会社のツアーはちがい

ます。ここのあげかまは好きなので土産に買いました。 

  
 

 

第五番勝福寺 

 

 小田原の飯泉山勝福寺（いいずみざんしょうふくじ）です。 

 

  
 

 バスにはちゃんと先達さんが添乗していて、お経をあげる練習もしました。 

 お寺へ着くごとにお堂に座ってみんなでお経をあげます。般若心経です。

それぞれの観音様にみあった真言も称えます。ここは十一面観音なので

「おんまかきゃろにきゃそわか」です。（意味はわかりませんが） 
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 第一回なので、ローソク・線香に「納

め札」が三十三カ所分ついてきまし

た。それぞれ、お寺へあげていきま

す。 

 今までは、一人で勝手に拝んでい

ただけでしたが、本格的になってきま

した。 

 

 

 
 

 ここの境内で、昔、名力士の雷電為右衛門が土地の無法者岩五郎を投げ

飛ばしたという話で、手形つきの碑がありました 

 また、このあたりの出身である二宮金次郎は、十八歳のとき、この寺で観音

経を聞いて「利他」に生きる心を授けられたそうで、その像もありました。 
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 ご詠歌は、 

かなはねば たすけたまえと 祈る身の 

船に宝を つむはいいづみ 

 

2013年 6月 6日 (木)  
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第七番光明寺 

 平塚の金目山光明寺（かなめざんこうみょうじ）は、平塚から秦野へ向かう

途中、金目川のほとりにありました。桜並木です。春には桜がきれいなことで

しょう。 

    

 

 大磯町の小磯の浜で、海女の桶の中に入ってきた観音像を祀ったのが始

まりだという伝承があるそうです。 

 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2013/06/10/dscf7214.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2013/06/10/dscf7209.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2013/06/10/dscf7210_2.jpg


57 

 

 
 

 この金目山（かなめざん）という山号から、何十年も昔のことを思い出しまし

た。 

 二十代後半のころ、大学の同窓会をやろうとして、何人かであちこちに連

絡しました。その中で電話のわからないある先輩に、電報をうとうということに

なりました。まだその頃は、冠婚葬祭に限らず電報が使われることもあった

のです。 

 誰かのメモから、その先輩の住所である平塚市の「ヒキンモク」の何丁目何

番地かあてに電報をうとうとしました。そうしたら電報局から、「ヒキンモクとい

う町名はありません。ひょっとして北金目（キタカナメ）ではありませんか」と言

われてしまいました。 

 そのメモは「比金目」としか読めなかったのです。「キタカナメかあ」とみん

なで大笑いしたことを思い出しました。ずっと忘れていたのに、人間何かの

きっかけで、変なことを思い出すものです。 

 お寺の住所は南金目なので、「ここはナンキンモクだ」と一人でちょっと喜

んでおりました。 
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 庭には水琴窟がありました。常時

少しずつ水が落ちるようになってい

て、長い竹の端に耳を当ててその

音を聞くという、ちょっと珍しい水琴

窟でした。 

 響きのある、なかなかいい音でし

た。しかしよくエコーがかかってい

て、けっこう大きな音のせいか、わ

たしの前に聞いていたおばさんた

ちは、録音した音に違いないと言い合っていました。ひょっとしてこの竿の先

にはラジカセでも置いてあったのでしょうか。いやまさかそんなことはないと

思います。 

 仁王門には大きなわらじがかかって

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご詠歌は、 

 

なにごとも いまはかなひの 観世音 

二世安楽（にせあんらく）と たれか祈らむ 
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2013年 6月 10日 (月) 
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第六番長谷寺 

 

 厚木市の飯上山長谷寺（いいがみさんはせ

でら）は通称を飯山観音（いいやまかんのん）

といい、飯山寺（いいやまでら）とも呼ばれてい

ます。近くには飯山温泉もあります。 

 丹沢山麓・白山（はくさん）284mの中腹にあ

って、バスの中で先達さんから、板東三十三カ

所の中で一番階段の多いところだと聞かされ

ました。だから覚悟して登りましたが、それほど

のことはありませんでした。 

 秩父や四国巡礼の山はとてもこんなものでは

ないそうです。  
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 さてこれで今回のツアーは終わり。わたしの行ったところは三カ所増えて

全部で十一カ所となりました。ようやく三分の一です。 

 しかしこれで神奈川県はなくなり、東京は浅草寺一カ所だけですから、残

りは千葉県６カ所、埼玉県４カ所、茨城県６カ所、栃木県４カ所、群馬県２カ
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所と、ほとんど土地勘のないところばかりになりました。 

  

 ひとりで行くのはけっこうたいへんそうだし、今回バスツアーを試してみたら

効率的に回れました。続けて利用しようと、帰ってから第二回を申し込んだ

ら、なんともう満員でした。そういえばバスに乗ったとき、初めての港南台発

は盛況で、一台の予定が二台になったと観光社の人が言っていました。 

 なんとなく気合いをはずされて、そのままになっていますが、バスツアーは

継続してずっと開催されているようです。年内にもう一度くらいは行ってみよ

うかと思っています。 

 

 この寺のご詠歌は、 

飯山寺（いいやまでら） 建ちそめしより つきせぬは 

いりあいひびく  松風（まつかぜ）の音 

 

2013年 6月 11日 (火)  
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第十番 正法寺 

 2013年(平成 25)12月 15日(日）、ひさしぶりに板東三十三箇所巡礼に行

ってきました。前回と同じ観光会社のバスツアーで、今回は埼玉県の四カ寺

をまわります。 

 まず最初は、比企丘陵（ひききゅうりょう）と呼ばれるなだらかな丘陵地帯に

ある第十番札所の巌殿山正法寺（いわどのさんしょうぼうじ）（岩殿観音）で

す。（埼玉県東松山市） 

 比企の地名が示すように、このあたりは鎌倉幕府の有力な御家人だった

比企一族の根拠地でした。この寺も、比企能員（ひきよしかず）が復興したも

のだそうです。比企能員は、二代将軍源頼家の外戚として勢威をふるいま

したが、後に北条時政に謀殺され、一族は滅びました。 

 これが観音堂。もともとは山の岩窟に観音像を納めたのがはじまりだそうで

す。 

 
 

 観音堂の後ろの山の崖には石仏がたくさん並んでいます。 
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推定樹齢７００年程という大銀杏もあります。 

 その昔には、奥州に向かう坂上田村麻呂の

軍が立ち寄り、観音様の加護を得て悪竜を退

治したという伝説もあるそうです。 

 

 また茅葺きのなかなか趣のある鐘楼には、キ

ズがついている釣鐘がぶらさがっています。 

 これは豊臣秀吉の関東征伐のときの松山合

戦と呼ばれる戦いで、武将が軍勢を鼓舞する

ためこの鐘を引きずりまわして打

ち鳴らしたためだといわれている

そうです。鐘を見ても、いまいちよ

くわかりませんでしたが。 

 いろいろな歴史があり、この寺

にもいろいろ盛衰があったようで

す。 

 

 次は仁王門です。本来はこちら

から入るのでしょうが、横から入って観音堂へ行ったため後になりました。ご

らんのとおり、ガラスがはめ込まれ、光が反射して中が見えません。 
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 横からはこのとおり、仁王さまが見えます。 

   

 はめこまれているのは、漆塗りを紫外線から守るためのＵＶカットガラスだ

そうです。 

 仁王さまも、アンチエイジングのため、紫外線をお避けになる時代になっ

たのでしょうか。 

 仁王門はたいてい南向きなので日が当たるし、屋根があっても雨風にさら

されるので、劣化はさけられません。最近、キャロライン・ケネディ駐日大使

の顔の立派なシワが話題になっています。ああいう感じで風雪が刻まれてい

きながら、しかも長持ちする素材はないものでしょうか。 
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 ご詠歌は 

 

後の世の 道を比企見（ひきみ）の観世音  

この世を共に たすけ給へや 

 

 

2013年 12月 19日 (木) 
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第十一番 安楽寺 

 次は東松山市の隣の吉見町にある第１１番札所岩殿山安楽寺（いわどの

さんあんらくじ）（吉見観音）です。 

 

  
 ここの仁王門の棟は天邪鬼（あまのじゃく）

が支えています。緑と赤の二体いました。よく

四天王に踏みつけられている小鬼ですが、

ここではなにかいたずらでもして御用をおお

せつかったのでしょうか。 
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  露座の大仏（阿弥陀如来）もあります。 

 

 
 これが本堂（観音堂） 
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 この前の正法寺の山号は巌殿

山（いわどのさん）で、こちらの山

号も岩殿山（いわどのさん）です。

こちらももともとは岩窟寺院だった

と、先達さんが小さな岩窟を前に

説明をしてくれました。 

 ここへも坂上田村麻呂は来てい

るというから、よく似ています。同

じ頃に同じように栄えていたという

ことでしょうか。 

 また源頼朝の異母弟である源範頼（のりより）が、この寺の稚児僧として幼

少時代をすごしたという話もあるそうです。義経は範頼より年下で、この三人

の兄弟はそれぞれ母が違います。 

 範頼は遠江国蒲御厨（かばの

みくりや、浜松市）で生まれ育っ

たため蒲冠者（かばのかじゃ）と

呼ばれたというのが通説ですが、

頼朝の旗揚げに馳せ参じるまで

は、どこでどうしていたのかよくわ

からないようです。 

 義経などと一緒に平家と戦って

勝利し、この吉見にも領地を与え

られ、館があって御所と呼ばれて

いたということです。ここの現在の

地名は比企郡吉見町御所となっ

ています。  

 しかし最後は頼朝から謀反の疑

いをかけられ殺されています。だ

から子供のころの記録など残って

いないのでしょうか。 

  

 三重の塔もあります。落ち着いた雰囲気の塔でした。 
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 門前をちょっと行ったところに

は「どびんや」という団子屋さん

があって「厄除けだんご」を売っ

ています。昔は何軒かあってち

ょっとした門前町だったそうで

すが、今は一件だけ。一本 90

円、しょうゆだんごを食べまし

た。 

  

 

 ご詠歌は、 

吉見よと 天の岩戸を 押し開き  

大慈大悲の 誓いたのもし 
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忠七めし 

 昼食は、前回弁当だったので、今回もそうだろうと思っていたら、埼玉県小

川町（おがわまち）の二葉という割烹旅館で、「忠七（ちゅうしち）めし」という

ものが用意されていました。 

 左が昔からの建物で、実際に食べたのは右側の新館の三階です。ちょう

ど結婚披露宴があって、庭は見られませんでした。 

  
 

 はじめて聞きましたが、忠七めしは日本五大名飯（ごだいめいはん）（ある

いは「五大めし」）のひとつだそうです。 

 だいたい五大名飯とはいったいなんだ、誰がそんなもの決めた、とネットで

見てみると、この五つだそうです。 

・深川めし（東京・深川） 

・忠七めし（埼玉・小川町） 

・さよりめし（岐阜・山岳地方） 

・かやくめし（大阪・難波） 

・うずめめし（島根・津和野） 

 深川めし、かやくめしのほかは知りません。昭和14年、宮内省の全国郷土

料理調査において日本の代表的 な郷土料理として選ばれたもの、というこ

とになっています。 

 しかしこの調査がどんなものだったのかはまるでわからないので、疑り深い

わたしは、ちょっとあやしいと思っていますが、とりあえずはいいことにしまし

ょう。 

 忠七めしは、幕末・明治に活躍した山岡鉄舟との関わりから生まれたもの

だそうです。 
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 山岡鉄舟は幕臣で、勝海舟と西郷隆盛の会談に先立って西郷と交渉し、

江戸城の無血開城を成功させたことで有名です。維新後には明治天皇の

侍従もつとめました。 

 『日本歴史人名辭典（講談社学術文庫）』には「人となり豪邁沈毅、容貌魁

偉にして膂力絶倫」と書いてあって、いかにも強そうです。 

 剣・禅・書の三道の達人としても知られ、書は、頼まれれば断らず書いたの

でたくさん残っているそうです。そういえば、最近テレビの「開運！なんでも

鑑定団」に出ていました。 

  

 もらったパンフによれば、鉄舟は、父の知行地が小川町にあったので、こ

の料理旅館をよく訪れた。そして館主忠七に「料理に禅味を盛れ」と示唆し

たのに応えて忠七が苦心を重ね、「剣・禅・書」三道の意を取りいれて創始し

たのが「忠七めし」で、鉄舟が「我が意を得たり」と喜んで、そう名付けたもの

だそうです。 

 なかなか凄そうな料理です。さて出てきたものは、これ。 

 

  

 しかしこれは単なる「おかず」で、忠七めしは次に出てきました。 

 海苔をまぶしたご飯に薬味のさらしネギ・わさび・柚子をのせて、土瓶に入

っている秘伝のつゆをかけて、さらさらと食べます。 
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 ううむ。つまり、これはお茶漬けのようなもの、あるいはお茶漬けそのものな

のでした。おつゆはカツオだしで、わりとさっぱりしています。 

 剣…わさび（ピリリとした刺激の中に剣の鋭さをあらわす） 

 禅…海苔（極めて淡い味の中に禅の深さを宿す） 

 書…柚子（香り高い中に書の精神を観る） 

だそうですが、修行のいたらぬわたしにはそこまで感得できません。禅味は

わかりませんでしたが、おかわりは二杯いけました。 

剣・禅・書あなたと食べたい海苔茶漬け  窮居堂 

 こんなことを書くと鉄舟先生におこられそうですが、趣向は趣向としておい

しくいただきました。ごちそうさまでした。 

  

2013年 12月 21日 (土)  
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第九番 慈光寺 

 昼食後は第九番都幾山慈光寺（と

きざんじこうじ）です（比企郡都幾川

町）。秩父の山のとりかかりというところ

で、山の中にあるので、少し山道を登

ります。駐車場から十分足らずですが、

路線バスで来るとバス停から小一時

間かかるうえ、そのバスが一日四本し

かないそうです。 

 このバスツアーでたまたまわたしの隣になった男性は、これまで主に一人

で電車・路線バスを利用して巡礼をしていたそうです。北関東はこういうとこ

ろが多く一日にいくつもまわれない。バスツアーは本当に楽だと言っていま

した。このツアーを終えると残り二箇所になるそうです。 

  
 こんな見晴らしもあります。遠くに高層ビルが見えるのはさいたまの新都心

でしょうか。 
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 これが観音堂。 

 

 

 右は左甚五郎作と伝えられる「夜荒らしの名馬」です。夜な夜な動きまわっ

て畑を荒らすので、ここに吊されたそうです。 

 そういえば、この前の安楽寺には、写真を撮らなかったので紹介しません

でしたが、同じ左甚五郎作の「野荒らしの虎」がありました。左甚五郎も村を

荒らすようなものばかりつくっていてはだめじゃないか。なんだか寺どうし張

りあっているような気もします。 

  

 ここが本堂の阿弥陀堂。いかにも山の中の寺といった感じですが、天台別

院の古刹として大きなお寺だったようです。厳島の平家納経のような装飾法

華経があって国宝になっています。ただこれは宝物殿に入っていてコピー

が展示してありました。 
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 ここで驚いたのは、同行者の一人がお参りの前に仏前の鉦を鳴らしたら、 

「誰だ、今叩いたのは！」 

と住職が大声で怒鳴ったこと。 

 馨子（けいす）という、お鉢のような大きな鉦ですが、この叩き方が気に入ら

なかったらしい。「こっちに顔を見せろ！」と九十歳をこえる高齢の住職はさ

らに息巻いていましたが、先達さんが間に入って、これは上から叩きつけな

いで、下から擦りあげるように叩くんです。ほら音が違うでしょう、とやってみ

せ、事なきを得ました。 

 住職は、われわれが到着したときにも、納経帳の書き方について添乗員さ

んを大きな声で叱りつけていました。どうも参拝客を叱りつけるのはよくある

ことのようです。 

 今どきの言葉で言えば、そういう「キャラがたっている」ということで、先達さ

んは一種の名物僧のように話していましたが、せっかく参拝に来た善男善

女をいきなり怒鳴りつけるのは感心できませんでした。 

 

 本堂前の庭にある多羅葉（たらよう）樹。慈覚大師（円仁、794～864)が植

えたというから、樹齢千百年あまりということになります。 

 右は古い急な階段で、崩れそうになっていて今は使われていないようでし

た。 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2013/12/21/dscf8500.jpg
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 ご詠歌は 

聞くからに 大慈大悲の 慈光寺（じこうでら） 

誓いも共に 深きいわどの 
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第十二番 慈恩寺 

 今回の最後は、埼玉県の東の方の岩槻にある第１２番華林山慈恩寺（かり

んざんじおんじ、慈恩寺観音）です。岩槻市は今ではさいたま市岩槻区に

なっているんですね。知りませんでした。 

 ここは慈覚大師（円仁）の開基だといいます。読んだことはありませんが、

円仁には『入唐求法巡礼行記』（にっとうぐほうじゅんれいこうき）という、遣唐

使として唐へわたったときの記録があります。慈恩寺という名は円仁が学ん

だ長安の大慈恩寺にちなんでつけられたそうです。 

 

 

 ここへ着いたのが午後四時半過ぎで、もう薄暗く

なっている本堂でおつとめをしました。 

 おつとめというのは、先達さんの唱導のもと、み

んなで般若心経などをあげます。バスが動き出し

てすぐあげ、各寺院であげ、帰りのバスの中でも

あげたので、この日は六回あげました。みんなバ

スツアーの第一回目にもらった文庫判の『板東三

十三所勤行次第』を片手に一生懸命です。 

 わたしはそのたびに、途中どこで息を継いだら

いいのかわからなくなって、息が苦しくなりました。
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家で練習しないとだめでしょうか。 

 おつとめを終えて外へ出ると、もう暗くなっていました。まもなく冬至で、一

番日の短い時期です。 

 
 

 ここには玄奘三蔵の霊骨塔があって、遺骨

が納められています。疑り深いわたしは、お釈

迦様の骨（仏舎利）と同じような話かと思ったの

ですが、どうもこれはかなりの確度で本当らし

い。 

 昭和十七年南京占領中の日本軍が土木工

事中に石棺を発掘し、専門家が鑑定したとこ

ろ玄奘三蔵の遺骨であることが確認された。そ

して南京政府と相談して日本にも分骨してもら

い、昭和 19年に持ち帰った。ところが東京で

は空襲がはじまり危ないというので、埼玉のこ

の慈恩寺に疎開した。慈恩寺が選ばれたのは、玄奘三蔵が唐への帰国後、

持ち帰った仏典の翻訳にあたったのが長安の大慈恩寺であり、そのゆかり

の寺だからという理由。 

 戦後、日本仏教連合会が正式にここを奉安の場所と定め、十三重の石塔
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を建てて、あらためて納骨した。（慈恩寺のＨＰの「三蔵法師」の頁を参照→

http://www.jionji.com/） 

 というおもしろい話なのですが、残念ながらこの塔は本堂から 300 メートル

くらい離れたところにあり、もう帰る時間になってしまったので、行って見るこ

とはできませんでした。 

 ご詠歌は 

慈恩寺へ 詣（まい）る我が身も たのもしや  

うかぶ夏島（げじま）を 見るにつけても 

 この歌の夏島（げじま）というのは、慈覚大師の開基にまつわる伝説のひと

つです。 

 大師がここに草庵を結んだころ、池の主の大蛇が少女に身を変えてやっ

てきて、一夏（いちげ）の間、回向してくれと頼んだ。そのとおりしてやると大

蛇は得脱し、池に七つの島が浮かんできた。これを夏島（げじま）と名付けた

というものです。 

 

http://www.jionji.com/
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2013/12/17/12.jpg
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 さてこれで行ったところは十五箇所になりました。あと十八箇所、北関東の

群馬、栃木、茨城県で十二箇所と千葉県の六箇所です。バスツアーじゃな

いと大変なようです。さいわい港南台発のバスツアー、引き続き実施されて

いくようです。来年なんとか十箇所くらいはまわるようにしたいと思います。 
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第十四番弘明寺 ご詠歌 

 第十四番札所、横浜の弘明寺（ぐみょうじ）のご詠歌について、以前に書

いたことが間違っていたので訂正します。 

 ここのご詠歌は 

ありがたや ちかひの海を かたむけて 

そそぐめぐみに さむるほのやみ 

というものです。ところが一部の案内書やネットの書込では、最後の句が「さ

むるほのみや」となっていて、意味がわからない。これは「ほのやみ」が正し

い。そして「さむるほのやみ」は、「醒むる仄闇（ほのやみ）」だろう、と書きまし

た。（→第十四番 弘明寺） 

 しかし最近入手した『西国坂東観音霊場記』（金指正三校注、青蛙房、

1973）を見ると、ここは「醒る燄疫ほのやみ）」で、「燄疫とは即ち疫癘（えきれ

い）の事なり」と書いてありました。燄は焔の異体字で「ほのお」です。焔の疫、

高熱の出る流行病ということだったのです。 

 後朱雀帝のころ（1040年ころ）、武・相の地に疫癘がはやったので、弘明

寺の光恵（こうえ）上人が秘法を行った。そうしたら本尊が気高い老僧に身を

変じて現れ、家ごとに宝瓶（ほうびょう）から霊水をそそいで人びとを病から

救った、というこの寺の伝説を歌ったものでした。 

この歌は本尊僧形を現じ、村里の家毎に臨み、宝瓶の水を膨ぎて、諸人の

疫癘を除却（のぞ）き玉ふ。利生の掲焉（あらた）なるを述ぶる、光恵上人の

自詠なりとぞ。（P280） 

       
 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-dbb1.html
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 よく知らないことをわかったように書くものではありません。恥ずかしい。どう

も失礼いたしました。 

 この本は、『西国三十三所観音霊場記図会』と『三十三所坂東観音霊場

記』という二つの江戸時代の刊本を活字化して註をつけたものです。２００７

年に新装版が出ています。 

 『三十三所坂東観音霊場記』は、各札所の縁起や伝説などを詳しく記した

書物です。このあと行ったところにおもしろい話があれば紹介したいと思い

ます。 

 

板東巡禮始行之圖（P212） 

 

というわけで、2014年（平成 26）１月３日にはその弘明寺へ初詣に行って来

ました。さすがに混んでおり、入場制限をしていて山門前には行列が出来て

いました。 
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 本堂もこのとおり。 

 

 
 

 ともかくお参りをして、おみくじをひいたら「吉」でした。なんでも、これまで

やってきたことが次第に成果となってあらわれてくるということでした。 

 これまでたいしたことをやってきてないからなあ、と思いつつ、少し期待し

て、力をこめてぎゅっと枝にしばったら端がちぎれてしまい、再度結びつける

のに苦労しました。これでもちゃんと成果はあらわれてくれるでしょうか。 
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第二十三番 正福寺 

 2014年(平成26)１月22日、バスツアーで坂東三十三カ所の巡礼に行って

きました。今回は茨城県の 4カ寺です。 

 
 ここのところ寒い日が続いています。バスの車窓から見ると、夜から朝のう

ちに雪がふったらしく、利根川のあたりは、畑だか田んぼだか、一面真っ白

になっていて、湯気が立ちのぼってかすんでいました。日が照ってきて蒸発

しているのです。 

 トイレ休憩に立ち寄った守谷のサービスエリアのまわりは、ちょっと雪が積

もっていました。 

 筑波山の方まで行く予定なので、この先どうなっているか、ちょっと不安と

期待が交錯しました。 
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 最初の第二十三番札所佐白山正福寺（さしろざんしょうふくじ）は、笠間焼

や笠間稲荷で有名な茨城県笠間市にあります。街道沿いには笠間焼の売

店や窯元などがたくさん見られ、笠間稲荷のすぐ近くも通りますが、どこも寄

りません。個人で来れば当然立ち寄るところですが、一日四カ所まわらない

といけないバスツアーには寄っている時間はありません。 

 正福寺の入口。昨年の九月に寺の名前を観世音寺（かんぜおんじ）から、

昔からの名前の正福寺に戻したということで、道路の案内板などはまだ観世

音寺のままになっています。 

 

 

 丸太づくりの階段を登っていきます。雪は日陰にうっすら残っている程度

で、たいしたことはありません。 
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 ここは堂内に上がって畳の上でお参りしました。 

 知らなかったのですが、今年は坂東午歳特別結縁巡礼というものが行わ

れていて、それぞれの寺で特別法要とか本尊のご開帳が実施されているの

だそうです。 

 正福寺は、通常の年は月に一回しか開帳していないご本尊を通年で開帳

とのことで、いつもは閉ざされている厨子の扉が開いており、拝観してきまし

た。。 

 あたたかいお茶が飲めるようになっていて、お茶うけに金平糖まで置いて

ありました。いつもは先達さんに従ってあげるおつとめ（般若心経）を、ここで

は住職さんと、たまたま東京から来ていた住職さんの師僧だという和尚さん

が先導してくれました。師僧のお経は音吐朗々たる立派なもので、その後お

説教もありましたが、これもよどみなく上手に聞かせて、しかも長くないという

すぐれたものでした。 

 山の中の小さなお寺でしたが、なかなか居心地がいいところでした。サー

ビスがいい、ではなく「お・も・て・な・し」がよかったと言っておきましょう。どこ

のお寺にもお守りやらなにやら置いてありますが、同行のみなさん、ここでは

けっこう買っていたようです。 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2014/01/24/dscf8580.jpg


88 

 

  
 

 これはここでいただいた散華（さんげ）という、紙製の

蓮の花びらをかたどったものです。縦９センチくらい。 

 散華というと、すぐ特攻隊を思い浮かべてしまいます

が、もともとは、仏をたたえ供養するために、仏のまわり

をめぐりながら花をまき散らすことを言うのだそうです。 

 今は法会のときには、こういう紙で作った花びらを使っ

ていて、この紙そのものも散華と呼ぶらしい。 

 カード式のお守りもいただきました。 

 

 

 散華に書いてあるこの寺のご詠歌は、 

 

夢の世に ねむりもさむる 佐白山 

たえなる法や ひびく松風  
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第二十四番 楽法寺 

 第二十四番札所雨引山楽法寺（あまびきさんらくほうじ）（雨引観音（あま

びきかんのん））は、小さな山の中腹にあって、大きな石垣の上にあります。 

 

  
 

 バスはちょっと登ったところにとまりますが、本来の参道はもっと下の黒門

から入って仁王門へ向かいます。先達さんが、黒門まで降りると登るのがた

いへんだと何度も言うので、あまのじゃくになって降りてみました。それほど

のことはありませんでした。 

     

 この仁王門には、表裏それぞれに一対の仁王像があります。ちょっとめず

らしい。 
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 境内は広くて立派な堂宇が並んでいます。 

 

 

 多宝塔の下には孔雀がいました。放し飼いのようです。 
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 観音堂の鰐口には五色の結縁の紐が結ばれています。 

 

 

 

 この紐の先は堂の中に入って、ご本尊に結ばれているので、紐にちゃんと

触って縁を結ぶように、とのことでした。 
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 左右にビニールが垂れ下がっている

のは、地獄と極楽の様子を描いた木

の浮き彫りを雨風から守るためのもの

のようでしたが、いかにも無粋です。壇

上には上がれないので、ビニール越し

に見てもよくわかりません。保存の必

要もあるだろうけれど、もう少しなんと

かならないものでしょうか。 

境内の池には鴨やアヒルが泳いでいました。その先には関東平野が一望で

きる見晴らし台もあります。 

  

 関東平野は広い。ここで弁当を食べていたおばさんたちによれば、晴れて

いると富士山もスカイツリーも見えるそうです。しかし残念ながらこの日はちょ

っと曇っていました。 
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 左の端の方には筑波山が見えました。 

 

 

 江戸幕府から寺領百五十石を与えられたという大きなお

寺で、雨引観音といえばこのあたりでは有名なところのよう

です。また桜の名所でもあって「関東の吉野」と言われてい

るそうですが、わたしは知りませんでした。 

 横浜に住んで四十年以上になるけれど北関東のあたりは

まるで不案内です。坂東三十三カ所をまわってみようと思い

たったのは信仰心ではなくて、そうすればこのあたりを見ることができるという

のが大きかったと思います。 

 バスツアーで効率よくまわっていると、お寺以外の風景はなかなか見られ

ませんが、ときどきはこうして見ることもでき、バスの車窓からも多少はのぞく

ことができます。 

 

 ここのご詠歌です。 

 

へだてなき 誓をたれも 仰ぐべし 

佛の道に 雨引の寺  
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2014年 1月 29日 
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第二十五番 大御堂 

 次は筑波山の中腹まで行って、参詣の前にまず昼食です。筑波山神社前

の門前町にある筑波山ホテル青木屋で弁当を食べました。 

  

 

 二十五番札所筑波山大御堂（つくばさんおおみどう）は、筑波山神社のす

ぐ隣りにあります。明治までは筑波山神社と一体でしたが、神仏分離令で切

り離され、かなりの被害を被ったとのことです。 
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 これが大御堂です。 

 

 ここの鰐口にも五色の紐が結びつけられています。これにもちゃんと触っ

てきました。 

 参詣のあと、隣の筑波山神社へ移動しました。神社の方が建物もたくさん

あって立派に見えます。廃仏毀釈のせいでしょうか。 

 雪が少し残っていましたが、たいしたことはありません。 

 

  
 

 こちらが筑波山神社の拝殿です。本殿は筑波山の二つの峰、男体山、女
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体山のそれぞれの山頂にあります。廃仏毀釈までは、この拝殿の場所に大

御堂があったらしい。 

 

 

 この大きな鈴には紐がついていません。鳴らすものではないようです。 
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 これは今は随神門（ずいしんもん）と呼ばれていますが、もとは仁王門だっ

たそうです。 

 

 仁王様のかわりに、倭建命（やまとたけるのみこと）と豊木入日子命（とよき

いりひこのみこと）の像が置かれています。 

 豊木入日子命は崇神天皇の皇子で東国を治め、北関東の豪族である上

毛野君（かみつけぬきみ）・下毛野君（しもつけぬきみ）の祖とされています。 

   

 倭建命と筑波といえば、連歌の発祥とされる 

「にいばり筑波を過ぎて幾夜か寝つる」 

「かがなべて夜には九の夜（ここのよ）日には十日を」 

という歌の問答を思い出します。倭建命の像の前の案内にもこのことが書か

れていました。 

 この歌を教わった高校生の頃は、なんだこれは、「新治・筑波から何日たっ
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たかなあ」「九泊十日ですよ」というだけの歌じゃないか、と思っていましたが、

今はなかなかいい調べだと思っています。 

  

 百人一首には陽成院（ようぜいいん）の 

筑波嶺（つくばね）のみねより落つるみなの川 

恋ぞつもりて淵となりぬる    

という歌があります。筑波山のみなの川と同じように、私の恋はつもりつもっ

て深い淵となってしまった、という恋の歌です。 

 落語では、京都の陽成院という寺で、筑波嶺と男女ノ川という相撲取りが

相撲をとって、男女ノ川が山の下まで投げ飛ばされた。そのとき観客のあげ

た声（江戸訛りで「コイ」）が天皇の耳に入り、筑波嶺は扶持を賜るようになっ

た、という話になっています。 

 有名な歌が二つ出たところでもうひとつ、あまり有名じゃないけど、なぜか

わたしが出だしの文句だけ覚えている歌を紹介しておきます。 

筑波山（つくばやま）さえ 男体女体 

伊太郎かなしや 一本どっこ 

というのです。ネットで調べてみると、橋幸夫の歌で「伊太郎旅唄」といって、

あの「潮来笠」のＢ面に入っていたそうです。作詞佐伯孝夫、作曲吉田正で

す。 

→Youtube：http://www.youtube.com/watch?v=cVq_PkW_wMU 

 これが大御堂のあたりから見た筑波山で男体山（871m）の方です。女体山

（877m）はちょうど陰になって見えません。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cVq_PkW_wMU
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 これは筑波山から少し離れてからとった写真。奧の嶺が女体山で、この間

に男女ノ川の水源があるそうです。 

 

 

 男体山にはケーブルカー、女体山にはロープウェイがあるし、

深田久弥の日本百名山の一つだし、上まで登ってみたいところ

ですが、もちろん今回のバスツアーには入っていません。またの

機会を待つことにしましょう。 

 

ご詠歌は、 

大御堂 かねは筑波の 峯にたて 

かた夕暮れに くにぞこひしき 
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2014年 1月 29日 
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第二十六番 清瀧寺 

 第二十六番札所南明山清滝寺（なんめいざんきよたきじ）は、筑波山の南

の裾にあります。先達さんが、付近にはお店も自動販売機もありませんと言

ったとおりで駐車場もありません。 

    

 古い仁王門があります。 
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 だいぶ痛んでいるようです。 

   

 

 本堂は火事にあって昭和 52 年に再建されたもので、コンクリート造りです。 

 このお寺は現在、住職がおらず、地元の人たちの手で支えられているの

だそうです。 
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 鐘撞き堂があって、無住のせいか、勝手に撞いていいのだそうです。わた

しも喜んで撞いてきました。 

 

   

 ひっそりとした、静かなお寺でした。 

 納経所で納経帳に朱印を押し、寺名などを書いてくださって

いるのは、地元の老人会のボランティアの方たちだそうです。

三十三観音で、ここだけ無くすわけにはいかないということもあ
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るのでしょう。 

  それともここが無くなったら、他のお寺が勇んで手をあげて、入替がある

のでしょうか。三十三観音に加わるとどのくらい営業上のメリットがあるのか。

――こんなことを考えていると観音様に叱られるでしょうか。もうやめましょ

う。 

 バスへ戻ると、まわりは柿畑です。富有柿の本場、岐阜県の本巣よりは規

模が小さいようだけれど、似たような景色が見られました。 
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 ご詠歌は、 

わが心 今より後は にごらじな 

清滝寺へ 詣る身なれば  

 

 一日四カ寺まわるとさずがに疲れます。 

 でもこれで十九カ寺になりました。ようやく半分をこえて、あと十四カ寺で

す。 

2014年 2月 1日 
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第十九番 大谷寺 

 2014年(平成 26年)７月 11日は半年ぶりに坂東三十三カ所巡礼に行って

きました。今回もバスツアーで、栃木県の三カ寺です。 

 台風が心配でしたが、台風一過の好天、暑い日になりました。 

 

 
 

 最初は第十九番天開山大谷寺（てんかいさんおおやじ）です。

宇都宮市大谷町（おおやまち）にあって、このあたり一帯は「大

谷石（おおやいし）」の産地なのでした。 

 途中大谷石の塀をたくさん見かけましたが、添乗員さんの話

では、耐震強度の問題から、最近は大谷石の塀は少なくなって

いるとのことでした。 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2014/07/19/photo_10.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2014/07/18/s_3.jpg


109 

 

 お寺も大谷石の岩山をくりぬいて造られています。 

 

山門です。背後は切り立った岩山です。 
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 本堂を入って奧の岩穴の中へ進みます。屋根の上に岸壁が覆いかぶさっ

ています。 

 中は撮影禁止だったので、これ

は、いただいたパンフレットにあっ

た本尊千手観音の写真です。岩

壁に彫ったもので、高さ４．５メー

トル。昔は金箔仕上げで金色に

輝いていたそうです。脇堂にも同

じく磨崖仏の釈迦三尊像、薬師

三尊像、阿弥陀三尊像がありまし

た。 

 

 
 また、寺の工事の際に、堂の下から多数の人骨が発掘され、調査の結果、

縄文時代草創期から弥生時代にいたる住居跡であったことが判明し、「大

谷寺洞窟遺跡」と名付けられているそうです。宝物館に一部展示されていま

した。 
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 伝説では、昔、このあたりには毒蛇が住んでいて毒水を流すので地獄谷と

呼ばれていた。そこへ湯殿山の行者が三人やってきて、毒蛇を調伏退治し

て、千手観音の像を彫りつけて住民を救ったのが始まりだとのこと。 

 境内の池には弁財天が祭られて、毒蛇が心を入れ替えた白蛇が二匹いま

す。頭をなでてやると御利益があるそうなので、わたしもなでてきました。 

 

 

 大谷寺のまわりは石切場の跡が公園になっていて、自然石から切り出され

たこんな観音像もありました。右下の方に黒くお坊さんが二人見えるので、

大きさがわかるでしょう。 
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 高さ 27 メートル。昭和３１年太平洋戦争殉難者の慰霊と平和祈願のため

に造られた平和観音です。裏に階段があって、肩より少し下あたりまで登れ

ました。 
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 大谷寺の前に大谷石の石細工店もありました。 

 

 ご詠歌は 

名を聞くもめぐみ大谷の観世音 

みちびきたまへ知るも知らぬも 

 

2014年 7月 24日 
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第二十番 西明寺 

  二番目は、第二十番札所獨鈷山西明寺（とっこさ

ん・さいみょうじ）。益子焼で有名な栃木県芳賀郡益子

町（ましこまち）にありました。 

 伝説によれば、弘法大師がここへ来られた時、人びと

が競ってその教えを受けようとしたので、法相宗の僧ら

が妬んで、大師を岩窟におしこめたそうです。しかし大

師は平気で 

「所持の独鈷を投ずれば、忽ち生身の竜形を顕はし、

雲を起し雨を降らす。或ひは山鳴り谷震ふて、彼ら迷惑して度を失ふ。」

（『観音霊場記』（→第十四番弘明寺 ご詠歌）） 

となり、僧らは懺悔して大師の門下に入りました。その独鈷を山におさめて

霊場の鎮護としたので、「独鈷山」と称するようになったとのことです。 

 その独鈷山（高舘山）の中腹にあって、バスでほとんど行きますが、最後は

少し階段を登ります。 
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 茅葺きの楼門をくぐります。 

 

 

 

 本堂です。 
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 境内には三重塔や閻魔堂などがあります。 
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 閻魔堂の閻魔様は「笑い閻魔」と呼ばれているそうですが、わたしには笑

っているようには見えませんでした。信心が足りないのでしょうね。 

 

 おもしろかったのはこれ、四角竹（しかくだけ）です。四方竹（しほうちく）と

も言うようです。丸くない、四角の竹です。写真ではわかりにくいけれど、本

当に四角い棒を面取りしたような形をしていました。触ってみるとはっきりわ

かります。 
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 ここから 10分ほどバスで行った、益子焼窯元共販センターの二階の大食

堂で昼食でした。まわりには焼き物の展示場や窯元の即売場、陶芸教室な

どがたくさんあります。 

 

 

 食事は、量は十分ありましたが、天ぷらが冷たくてちょっとがっかりでした。

食べる前にみんなで「あめつちに感謝して…」みたいな言葉を、先達さんに

ついて唱えてからいただいたのですが、ついつい不満が出てしまう。やっぱ

り信心が足りないようです。 
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 今回はここで昼食だったので、益子焼の展示場や販売所も少し見られまし

た。こんなところもありました。 
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 中は、狭い通路のまわりに小さな店がそれぞれいろんなものを出していて、

ごたごたした感じでした。二千円均一に置いてあった白地に青絵の大きな

皿にちょっと気をひかれましたが、鑑定団に出せるようなものとまでは思えず、

邪魔になるだけかと断念しました。 

  

 西明寺のご詠歌は、 

西明寺 ちかひをここに 尋ぬれば 

ついのすみかは 西とこそきけ  

 

 

 

2014年 7月 27日 
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第十七番 満願寺 

 今回の最後は第十七番札所出流山満願寺（いづ

るさん・まんがんじ、出流観音）。栃木市にあります。 

 ここは石灰岩の山の中で、バスは途中、たくさんの

切り出し場や加工場のようなところを通り抜けていき

ます。 

 石灰岩の山だから鍾乳洞があって、ここの奧の院も

「観音霊窟（いわや）」と呼ばれる鍾乳洞で、高さ４メ

ートル余りの鍾乳石が、十一面観音の後ろ姿として

祀られているというのです。 
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 バスは山門の奥まで入ります。 

 

 
 

 バスを降りて、ゆるやかに登って、本堂へ向かいます。 
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 本堂です。 

 

 

 

 

 もったいなくもこの本堂にまします千手観音よりも、わたしは奥の院の鍾乳

石の観音像を見るのを楽しみにしていました。ところが、奥の院はここからさ

らに 30分ほども歩かないと行けないので、なんと今回の予定には入ってい

ないのでした。 
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 だから「観音霊窟（いわや）」の観音様は拝観できませんでした。 

 案内書『坂東三十三カ所を歩く』（山と渓谷社、2003）によれば、こんなお

姿だそうです。観音様の後ろ姿です。 

 

 

 

 ここが最後だから、一人だけツアーからはずれて見に行くことも可能でした

が、ここからバスや電車を乗り継いで帰るのは大変です。栃木行きのバスは

「午前２本、午後３本」だそうです。そのバスに間に合わなかったらどうするか、

いったい何時に家へ帰れるのかよくわかりません。あっさり断念しました。 

 バスツアーは本当に楽です。行程は全部まかせきりで、寝ていても乗り過

ごす心配はありません。それに安いし、今日のような暑い日でも、参拝をす

ませばすぐそばに涼しいバスが待っていてくれます。若い頃ならこんな旅行

は生ぬるいとか堕落だとか思ったのでしょうが、最近はけっこう気に入ってい

ます。  
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 ご詠歌は、 

ふるさとを はるばるここに たちいづる 

わがゆくすえは いづくなるらん  

 

 

 

 これでまわったのは二十二カ所になりました。あと十一カ所。今年中に残り

一桁にしたいと思っています。 

2014年 7月 30日 
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第二十二番 佐竹寺 

 平成 26年（2014）８月 17日、また坂東三十三カ所のバスツアーに行ってき

ました。 今回は茨城県の北部の二カ所です。地図を見てわかるように、横

浜からは一番遠いところで、二カ所しか行かないのに、料金も一番高くなっ

ています。今回はじめて運転手さんが二人いたのは、一人だと一日あたりの

走行距離が規定を越えてしまうためかもしれません。 

 申し込むとき、8月 17日はお盆休みの最終日曜日にあたっていることに気

づかず、後から帰りの渋滞が心配になりました。出発してすぐの添乗員さん

のあいさつにも、今日の帰りは渋滞が予想されます、と覚悟を促す言葉があ

りました。 
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 北関東は曇りで、途中見晴らしはよくありません。

田んぼの稲が黄緑色に色づき始めたのが目につ

きました。 

 最初は第二十二番札所妙福山佐竹寺（みょうふ

くざん・さたけでら）で、北向観音（きたむきかんの

ん）とも呼ばれているそうです。茨城県常陸太田市

にあります。 

 もとは常陸の豪族であった佐竹氏の寺として大

いに栄えたが、佐竹氏が関ヶ原で徳川方につかな

かったため秋田へ移封されてしまい、次第に衰えたとのことです。 

 現在の敷地は狭く、まわりは道路や住宅に囲まれて、昔の威勢はないよう

です。 
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 この仁王門は、瓦が欠けているところや崩れそうになっているところがあっ

て、また台風や豪雨が来たらたら、と心配になります。 

 

 
 

 仁王様は古そうだけれど、なかなか立派です。 
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 そしてこれが本堂。天文十二年（1543）の建立で、茅葺きの大きな屋根に

こけら葺きの裳階（もこし）がついています。落ち着いた、いい建物で、国の

重要文化財だそうです。 

 

 

 仁王門にも本堂にも、入口の上には日の丸のついた五本骨の扇が飾られ

ています。これが佐竹氏の紋所だそうです。 
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鰐口から五色の紐が本殿内まで続いています。中は見えませんが、ご本尊

までつながっているはずです。今年は午年なので、どこもこうやっているよう

です。 

 

 本堂脇の丸窓や、海老虹梁（えびこうりょう）と呼ばれる梁はり）などが特徴

的なものだそうだ。下の写真で横に走っている梁が海老虹梁。虹のように反

ったのが虹梁で、それがさらに海老のように曲がっているということらしい。 
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 本堂前の石灯籠が倒れたままになっています。これは佐竹氏のせいでは

なく、東日本大震災のとき倒れたものらしい。それがずっとそのままになって

いるというのは、仁王門の屋根瓦のこともあるし、ちょっと心配になります。 

 

 境内の墓地には、提灯ではなく灯籠らしいものが飾られていました。お盆

のためでしょう。 

 

 

 さて、境内をあれこれ見終わっても、バスはなかなか出発できませんでした。 

 巡礼ではどこでも、納経帳に朱印を押してもらい、本尊を表す梵字や寺名
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などを書いてもらいます。これにけっこう時間がかかります。大きなお寺で書

き手が複数いるところもありますが、小さなお寺で書き手が一人のところはど

うしてもそれなりの時間がかかってしまいます。バスツアーが重なったりする

とさらに大変です。 

 今回はツアーが重なったわけではなかったのですが、書き手が一人で、し

かも八十何歳かの高齢で、一枚ずつゆっくりとていねいにお書きになるのだ

そうです。添乗員さんたちはいつも苦労されているようです。 

 以前行ったところでは、小さなことで参拝客を怒鳴りつける住職もいました。

資本主義的効率とかサービスとは別の世界にお住まいになっていらっしゃ

るのだと理解しましょう。 

 ご詠歌は、 

ひとふしに 千代をこめたる 佐竹寺 

かすみがくれに 見ゆるむらまつ  
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第二十一番 日輪寺 

 佐竹寺の次は第二十一番八溝山日輪寺（やみぞさんにちりんじ）です。茨

城県久慈郡大子町（だいごまち）にあって、大子町は袋田の滝で有名なとこ

ろです。残念ながら滝へは行きませんが、昼食はその袋田にある「関所の湯」

という日帰り温泉でとりました。 

  

 食べる前に食事作法（じきじさほう）といって、先達さんについて、こんな言

葉を唱えます。 

一滴の水にも、天地の恵みを感じ 

一粒の米にも、万民の労苦を思い 

ありがたく、頂きます。 

これが昼食で、左から常陸牛の鍋、湯葉で包んだサラダ、その下がこんに

ゃくの田楽、湯葉とこんにゃくの刺身、天ぷらと並んでいます。このほかに小

さな盛りそばもつきました。 
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 こんにゃくが袋田の特産品なのだそうです。 

 わたしは小さい頃からあまり好き嫌いはなかったのですが、唯一苦手とし

ていたのがこんにゃくでした。家では、嫌いだ、で済んでも、給食の時は無

理でもこんにゃく食べなければなりません。ぐにゅぐにゅしているしているく

せにそれなりに固く、黒いつぶつぶがのどにざわざわと触りながら通ってい

くような感じが何とも言えず不気味で、無理矢理呑み込もうとすると、おえー

っとこみあげてきたものでした。 

 今でも自分から進んで食べたいと思うものではありませんが、出されれば

食べます。それになんといっても巡礼中の身です。食事作法にしたがい、ぬ

めぬめの刺身こんにゃくにも、固めの牛肉にも、天地万民に感謝しつつ、あ

りがたくいただきました。 

 この後「こんにゃく関所」という土産物屋へ行ったときには、こんにゃくを買

ってしまったくらいです。 

 

  

  

 日輪寺は、茨城、福島、栃木三県の境にある標高

1,022mの八溝山（やみぞさん）の八合目、標高 800m

あたりにあります。 

 だから昔は坂東札所第一の難所で、山を登れずに

麓にある遙拝所から拝んで済ませる人もいて、それを

「八溝知らずの偽（にせ）坂東」と呼んだといいます。 

 今は自動車で行けますが、それでも大型のバスでは

無理とのことで、バスツアー一行は袋田でマイクロバス、

ワゴン車、タクシーの三台に分乗して、日輪寺へ向かいました。 
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 なるほど、舗装はされていても狭い道でした。ずっとガスっていて景色が見

えなかったのが残念でした。お寺の駐車場で降りると、下界の暑さが嘘のよ

うで涼しい風が吹いていました。 

 

 

 かつての最大の難所も、この階段を登るだけで着いてしまいます。 
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本堂です。山門はありません。 

 

 

 本堂脇に旧堂がありました。いかにも古そうです。 

 

 

 山の中の小さなお寺で、通り抜ける風が涼しい。住職は、先頃台風が行っ

てから、八溝の天気はずっとこんなものです。夏は終わった、とおっしゃって

いました。 
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 もう少し若くて元気だったら、この山へ登って、それから袋田の滝も見てい

くところだが、と思いつつ、今回もおとなしくそのままバスツアーで帰りました。

楽な方へ流れていきます。 
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 こ詠歌は、 

迷ふ身が 今は八溝へ 詣りきて 

仏のひかり 山もかがやく 

 

 

 

 お盆休みの渋滞は、途中つくば市のあたりで事故渋滞の情報が流れまし

たがたいしたことはなく、首都高速もお台場から大井のあたりが少しつなが

っていたくらいで、順調に帰ることができました。 

 これで二十四カ所です。あと九カ所、とうとう残り一桁になりました。 
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第十八番 中禅寺 

 平成 26年（2014）９月 12日（金）にまた坂東三十三カ所バスツアーに行っ

てきました。三カ月連続です。今回は日光の中禅寺と、隣の群馬県の二カ

寺の計三カ所。 

 

 三ヵ月連続だからといって、最近信仰心が厚くなったというわけではありま

せん。選択肢が少なくなってきたのです。 

 残りのお寺の数が一桁と少なくなってきたことに加えて、わが町港南台発

のバスツアーが減ってきたのです。これまで春出発と秋出発の二コースあっ

たので、どちらでも都合のいい方を選べたのですが、今年の秋スタートのツ

アーの設定はありませんでした。参加者が減ってきたのでしょうか。 

 こうなると来年春からのツアーが開催されるかどうか不安になってきます。
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北関東は、横浜から自前で行くとなると、けっこう面倒なところです。やって

いるうちに行っておかなければと、今回もツアーに参加しました。 

 前回の茨城県へのツアーのとき、横浜から一番遠いと書きましたが、地図

を見ればわかるように今回も同じくらい遠いので、運転手さんが二人でした。 

 関東平野は、前回黄緑色だった田んぼがすっかり黄色になっていて、一

部もう刈り入れがすんでいるところもありました。 

 まず最初は日光山中禅寺（にっこうさんちゅうぜんじ）

です。せっかく日光まで来たのに東照宮へも華厳滝へ

も行きません。 いろは坂を登って中禅寺へ直行です。 

 坂東三十三カ所巡礼をはじめた頃は、ここは日光見

物方々来ればいいなと思っていたのに、いつのまにか、

ともかく数をかせがなければ、という心境になっていま

した。 

 港南台から中禅寺湖畔まで、途中羽生サービスエリ

アでの休憩をはさんで、三時間くらいかかりました。 
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 これが中禅寺山門。大きなお寺で他の参詣客もたくさんいます。ここから

は先達さんの他に、お寺からの案内がつきます。 

 

 
 境内も広く、いろんな建物があります。山門の中にまず鐘楼があります。後

ろは男体山。 
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 これが愛染明王の愛染堂。「花も嵐も踏み越えて」の映画「愛染かつら」の

ロケ地として有名なところですが、さすがにわたしもこの映画は見ていませ

ん。 

 

これは建物ではありませんが、「身代わり瘤」。自分の患部を撫でてから瘤

を撫でると身代わりになってくれるそうです。背中と腰の身代わりをお願いし

てきました。 
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 波之利大黒天（はしり―）。勝道上人（しょうどうしょうにん）が開山を祈願し

たおり、中禅寺湖の波の上に現れて願いをかなえたといいます。 

 

 

 そしてこれが本堂です。写真には写っていませんが、この裏は山で、一段

上に建っている五大堂とつながっています。 

 
 本堂には出入り口があって、団体で入るといったん戸を閉めて、次の客は

外で待つようになります。 

 ご本尊の前でおつとめをしたあと、案内者の説明がありました。ここにある

のは立木観音（たちきかんのん）といって、桂の巨木を立木のまま刻んでつ
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くったという「立木千手観世音菩薩」です。腕もその木の枝から寄せ木細工

でつくって、足元は見えませんが、根が残っているそうです。なかなかおもし

ろい、立派な仏像でした。 

 説明の最後は、黒い、将棋の駒のような形と大きさのプラスチックらしいも

のに、梵字一字を書いたお守りの説明になりました。お守りにじっと指をあて

て願い事をすると、ほらこのとおりお守りの色が変わります。これが黄色に変

わると願い事が叶います。ナンバーズが当たったというお礼の手紙もきまし

た、ここでしか売っていません。――ご本尊の前、閉めきった室内、なめらか

な口調の説明を聞いていると、おやおやそれなら、という気にもなってきます。

熱によって色の変わる樹脂で作ったものだろうくらいわかるのに、不思議な

ものです。 

 このあと、次の案内者に連れられて長い階段を登り、上の五大堂（ごだい

どう）へ行きました。このお寺、大きくて参詣客も多く、専門の案内者が何人

もいるようです。 

 五大堂というのは不動明王を中心に降三世（ごうざんぜ）明王、軍荼利（ぐ

んだり）明王、大威徳明王、金剛夜叉明王の五大明王をまつってあります。 

 ここでもやはりお線香だの打ち出の小槌だのの説明がありました。 

 この崖の上に見えるのが五大堂です。 
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 いまだ信仰薄き身で、こんなことを書くと身代わり瘤は役だってくれないか

もしれませんが、今回の経験から、ついつい高齢者を囲い込んで高額の商

品を売りつける話を思い出してしまいました。 

 中禅寺のみなさんに失礼なことを申しあげるつもりはありません。お寺でこ

れこれの功徳がありますと話をされるのは当たり前のことです。 

 わたしが思ったのは、悪意を持った人間がちゃんとお膳立てをして、密室

のようなところでうまく話を聞かせると、かなりの人間はなかなか抵抗できず、

その気になってしまうものなのだろうなあ、ということです。最近見ていた詐

欺師を取り扱ったテレビドラマ「ペテロの葬列」の影響かもしれません。 

 

 これは五大堂から中禅寺湖を見晴らしたところ。いい景色です。 
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 ご詠歌は、 

中禅寺 のぼりて拝む みずうみの 

うたの浜路に たつは白波  
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中禅寺湖 

 中禅寺湖はいいところでした。前日まで天気は不安定で、局地的に強い

雨が降るという、今年の特徴的な様相を見せていましたが、この日はさわや

かな秋晴れになってくれたせいもあります。 

 男体山は上に雲がかかっていましたが、このあたりは霧の多いところで、

頂上まで見える日はそうそうない、これでも良く見える方だそうです。 

 

 対岸には白根山が見えました。 
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 暑からず寒からずさわやかで、山の中の湖は気持ちがいい。 

 

 

 

 湖畔の中禅寺観光センターで昼食です。 
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 食堂からも湖が眺められます。 

 

 
 

 そしてこれが昼食。日光道中でしょうか、おかずが駕籠に入っています。し

かもこの駕籠は二段でした。 

 
 

 今回は食べる前に中身もちゃんと写真を撮っておこう、と順に蓋をとり、最

後にまだ加熱中で湯気が噴き出している肉うどんの蓋もとって、シャッターを

押しました。そうしたら驚いたことに… 
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 肉うどんの湯気にあてられたせいか、突然カメラはこんな写真しか撮れなく

なってしまいました。何度かやり直しても駄目です。 

 しょうがないので、携帯で取り直しました。 

 

 

 

 カメラは、食事の後もうまく撮れません。これはいったい何の写真でしょう。

肉うどんのおつゆの湯気の粒子が、センサーにくっついたとか、内部に入り

こんでどこかをこわしてしまったに違いありません。恐るべし肉うどんの湯

気。 
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 さて困った、カメラがこわれた。今日このあとは携帯で撮るとしても、帰って

から修理に出すより買い換えた方が安くつだろうと、一方ではこれでカメラを

買い換えられる、今度はどんなカメラにしようか、と少し楽しく考えていました。 

 ところがバスに乗って 30分後くらいに再度試してみたら、ちゃんとカメラは

動きました。肉うどんの湯気の粒子は無事蒸発してくれたようです。 

 ああよかった、と思いながら、これで当分買い換えはないな、とちょっと残

念でもありました。 
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第十五番 長谷寺 

 中禅寺のあと、来た道を引き返してまた高速道路で行くのだろうと思って

いたら、バスはそのまま奥日光へ向かいました。ずっと一般道で、金精峠を

抜けて沼田まで行くようです。 

 

 

 

 奥日光ははじめてです。名前だけ聞いていたところを通るのは、予想して

いなかっただけに、得したような気になります。バスの中から見るだけ、通り

過ぎるだけで、ちょっと止まってくれることもありませんが、それでもうれしい。 

 これは戦場ヶ原です。山の中のかなり開けたところです。名前を聞くと戦国

時代に合戦でもあったところかと思います。実は、男体山の神様と赤城山の

神様が、それぞれ大蛇と大ムカデに変身して戦ったからだ、と聞かされると、

ちょっと拍子抜けします。湿原だから人間の戦場にはむかないのでしょう。

戦いは男体山の大蛇の方が勝ったそうです。 
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 これは日光湯元温泉のある湯の湖のあたりだと思います。バスが走りなが

らなので、写真はうまく撮れませんでした。このあたりの紅葉は有名だそうで

すが、それには早すぎました。はじめからそういうシーズンにはこのツアーは

計画されていないので、しかたありません。 

 
 金精トンネルを抜けると栃木県から群馬県になります。下野（しもつけ）の

国から上野（こうずけ）の国です。 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2014/09/17/photo_5.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2014/09/17/photo_7.jpg


154 

 

 来る前に、次に行く長谷寺（ちょうこくじ）を『観音霊場記』（→第十四番弘

明寺 ご詠歌）で見たら、出だしはこうでした。 

 

風土記抄に云ふ、上毛野（かんづけの）・下毛野（しもづけの）は、

両国の中間に二つの野あり。（中略）また毛とは田あるを毛といふ。

後に毛の字を除く。 

 

 群馬県には上毛電鉄（じょうもう――）というのがあります。昔、この上毛と

いうのがわからなくて、群馬県出身者に「上毛の「毛」ってなんだ」と聞いて

みたけど、はかばかしい返事が得られなかったことを思い出しました。 

 そのとき調べたことを、おさらいします。 

 昔、栃木県南部から群馬県の一帯は「毛の国→毛野（けの、けぬ）国」と呼

ばれていた。これが「上毛野（かみつけの、かみつけぬ）」と「下毛野（しもつ

けの、しもつけぬ）」に分かれた。 

 そして奈良時代に、中国にならって国名は好字二字とすることになり、「毛」

の字が抜けて「上野」「下野」となった。字は抜けたけれど「け」の読みは残り、

「かみつけ→こうずけ」「しもつけ」となった。 

 こんなところです。群馬県では上毛電鉄、上毛新聞など「毛」が生き残って

いるようですが、栃木県の方は下野は使っても「下毛」は使われていないよう

です。 

 沼田からまた高速道路に入って、群馬県高崎市

白岩町の第十五番札所白岩山長谷寺（しらいわさ

んちょうこくじ）に着きました。 

 ここは「はせでら」ではなく「ちょうこくじ」と読みます。

長谷寺という名前のお寺は全国にたくさんあって、

奈良県と鎌倉の「はせでら」が有名なので、つい「は

せでら」と読んでしまいますが、「ちょうこくじ」と読む

お寺もたくさんあるようです。 

 はじめの予定では先に水澤寺をまわってから行く

予定でしたが、長谷寺から、葬儀が入ったの早く来

てくれと連絡が入ったとのこと。中禅寺のような大きなお寺なら平気なのでし

ょうが、小さなお寺は葬儀が入るとあれこれ大変なのでしょう。水澤寺を通り

すぎて長谷寺へ行って、また戻る感じになりますが、文句は言えません。 
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 道路脇にある小さなお寺でした。 

 

 山門です。 
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 これは鐘楼。 

 

 

 そして本堂。 
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 先達さんが、ここの狛犬は最近人気があるんです、と教えてくれました。子

どもたちの間で「妖怪ウォッチ」というゲームがはやっていて、それに出てくる

狛犬が、これに似ているという話なんだそうです。 

  

 

 普通の狛犬とはちょっと変わった顔をしていますが、それほど可愛いわけ

でもない。孫のいない高齢者にはよくわからない話でした。 
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 ご詠歌は、 

誰も皆な 祈る心は 白岩の 

初瀬の誓ひ 頼もしきかな  
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第十六番 水澤寺 

 今回の最後は群馬県渋川市伊香保町水沢の五徳山

水澤寺（ごとくさんみずさわでら）。伊香保ですから温泉

もありますが、やっぱりそちらへは行きません。 

 ここは水澤観音と呼ばれ、有名だそうです。なるほど

広い敷地です。 

 駐車場の方から入ったので、仁王門は見損ねてしま

ったようです。あとから案内書を見て、え、そんな所もあ

ったの、と思うことがときどきあります。三カ寺目になると

さすがに疲れてきて、さっさとすまそうと思ってしまうこともあります。 

 

 

 これは鐘楼。額の文字は「梵音拂塵」です。賽銭箱に「一打百円也」の看

板があったので、一打ちしてきました。心の塵は払えたでしょうか。 

 実は前の長谷寺にも鐘楼があって「一打百円」でした。でももうお参りがす

んだあとだったのでつくのをやめました。お参りの作法として、鐘はお参りの

前につくものだそうです。 
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左が本堂で、右は六角堂です。 
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本堂です。 
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 伝説があって、推古帝の時代、伊香保姫は継母に妬まれ、継母の父兼光

の手の者に吾妻川で殺されそうになりました。『観音霊場記』にはこう書いて

あります。 

 

残る伊香保姫を沈めんとせしに、赤城山の峯より俄に黒雲起り、

風雨烈しく雷電閃き鳴り、また河の中には数万の鯨波（ときのこえ）

起り、兼光が一党これに驚き、前後を忘れて逃げ退きたり。かゝる

ところへ異形の人出で来たり、漫々たる大河を徒渡（かちわた）り

し玉ふに、その渦まく流れ左右へ排（ひら）き、伊香保姫と随従の

伴保（ともやす）ら、陸地の如くたやすく行き過ぐれば、忽ち雲中

に声あって曰く、今仮に人の形を現じて、危き汝が命を助けしは、

我汝に与えし守り本尊なりと。（p286） 

 

 母が姫に与えた守り本尊が人の姿であらわれ、旧約聖書のモーゼの海割

りよりちょっとスケールは小さいけれど、河の水を割って助けてくれました。こ

の守り本尊が水澤観音のご本尊十一面観音である、というのです。 

 先達さんもバスの中でこの話をしてくれ、最後は、継母も心を入れ替えて

仲良く暮らしました、で終わりました。ところが『観音霊場記』では、継母は、

甥の信州更科の住人宗季（むめすえ）の所へ追い放たれ、そして、 
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宗季は姨（をば）の邪（よこしま）を悪みて宇津の尾山の奧へ捨つ

る。この故に今に姨捨（をばすて）山と云ふ。名高き月の名所な

り。 

 

ということになっています。 

 最近、伝説も少しずつやさしくなって、姥捨てなんてとんでもない、というこ

とになっているんでしょうか。 

 これが六角堂で、安置してある六地蔵を、腕木を押して台ごと回転させる

ようになっています。三回まわすと先祖の供養になるそうで、これもちゃんと

回してきました。 
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ご詠歌は、 

たのみくる 心も清き 水沢の  

深き願いを うるぞうれしき  

 

 
 

 これで残るは千葉県の六カ寺になりました。今年の予定はこれでおしまい

です。来年ちょっと頑張れば…というところですが、はたしてどうなるでしょ

う。 
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第二十九番 千葉寺 

 平成 26年（2014）12月 18日(木）、ひとりで電車に乗って第二十九番札所

千葉寺（ちばでら、せんようじ）へ行ってきました。その名のとおり千葉県千

葉市にあります。 

 三十三カ所巡礼も残り六カ寺（那古寺はもう行ったけれど、最後に結願に

行かないといけないので含めると七カ寺）。だから来年ゆっくりまわればいい

と思っていました。 

 ところが残念なことに、来年はわが町港南台発のバスツアーが開催されな

いことが判明しました。今年スタートのツアーの最後、１、２月分は残ってい

ますが、それ以降新規に実施の予定はありません。 

 ２月は最後の三十三カ所満願のツアーですから、これに参加するために

は、それまでに他を全部まわっておかなければなりません。幸い１月のツア

ーには行っていない二カ寺が含まれているので、これにも参加するとして、

あと三カ寺を自力で行けば間に合います。 

 18日は、午前中、神田の三省堂古書館とスーパー源氏神保町店に本の

補充と整理に行って、午後は総武線で簡単に行ける千葉寺へ、とりあえず

行くことにしました。 
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 総武線ＪＲ千葉駅で降りて、徒歩で京成千葉駅へ。京成千原線に乗って

二駅目が千葉寺（ちばでら）駅です。駅名になっているくらいだから、門前

町かもしれない、降りればすぐわかるだろうと思っていたら、これがわかりま

せん。 

 門前町どころか駅の売店もない、駅員さんもどこにいるのか姿が見えない。

駅前は開発途中の新興住宅地のような感じで、千葉寺の案内も周辺案内

図もなく、おまけに人通りも少ない。晴れてはいても、寒波がやってきて冷た

い風が吹きつける日でした。 

 

 33観音巡りのパンフレットの小さな地図をたよりに行きました。しばらく歩い

てから、犬の散歩をしていたおばさんに 

「千葉寺はどっちでしょう」と聞いたら、 

「千葉寺はこっちだよ」と今来た方を指されました。 

「いや駅じゃなくて、お寺の千葉寺」と聞き返したら、 

「お寺は知らない」との返事。 

 驚きました。地名にもなっていて「千葉寺何丁目」みたいな看板が貼って

あります。でもお寺は有名じゃないようです。門前町どころじゃない。単なる

地名、駅名としか思われていないようです。 

 高円寺や吉祥寺でお寺のありかを聞く人はめったにいないだろうけれど、

ここは千葉県千葉市で、昔の豪族千葉氏のお寺の千葉寺なんだから、せめ

て案内表示くらいは出してほしい。 
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 回り道をしながらたどりついた海上山千葉寺（かいじょうざんせんようじ）は、

住宅地の中ですが、古い立派な仁王門がありました。 

 

 
 

 仁王門の龍です。 
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 そして境内は広い。樹齢千年以上、行基菩薩以来と伝えられる大銀杏が

ありました。 

 

これが本堂 
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 しかし本堂の扉は閉じられていて、窓からのぞいた正面の仏壇も閉まって

いて観音様は見えません。外側の大扉は毎月 21日の縁日の日だけ開かれ、

観音様は秘仏で 33年に一度ご開帳されるのだそうです。 

 参拝をしてから納経帳に朱印を、と思っても納経所の案内もありません。

参詣の客もほとんどいない。本堂のまわりをうろうろしていたら、通りかかった

地元の人が声をかけてくれて、ようやく納経所がわかりました。 

 ちょっと離れたところの「本坊」がそうでしたが、ここも人影がなく、「御用の

方はインタフォンを押して下さい」と貼り紙がありました。まことに愛想がな

い。 
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 それでもなんとか納経帳に朱印をいただきました。ここまで来てこれをもら

わないで帰ると、きっとすごく損したような気がすると思います。お参りよりハ

ンコを集める方に気持ちがいっているようで、ちょっといけないなと思いつつ、

一息つきました。 

 最近の言葉では全部揃うのを「コンプリート」と言うそうです。あと五カ所で

三十三カ所コンプリートです。 

 帰りは行きと違った道をとったら、こっちにも案内表示はなく、駅までまた回

り道をしてしまいました。どうもこの町とはうまくないようです。 

 おまけに改札口を通った後、どっちのホームに行ったらいいのかわからな

い。あれ、どっち方面だっけと思っているうちに電車が来たので、あわてて

階段を駆け上がりましたが、乗っていいのか躊躇しているうちに発車してし

まいました。 

 その後、ホームを見てみるとこうなっていました。 

 

 ホームは両側にあるけれど線路は片側しかありません。単線です。向こう

のホームは使われていないのです。降りたときには気がつきませんでした。

どっちへ行くにもこちら側でよかった、おまけに今行った電車に乗ればよか

った、次は 20分後まで来ないということもわかりました。 

 今回は、駅も町も寺も愛想なしの印象が強かったけれど、これはずっとバ

スツアーで楽ばかりしてきたからそう感じるのでしょう。ろくに下調べもしませ
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んでした。昔の人は全部歩いてまわったのだ。これも観音様の与えたもうた

試練と甘受して、また次回に臨むことにしましょう。 

 

 ご詠歌は、 

千葉寺へ 詣る吾が身も たのもしや 

岸うつ波に 船ぞうかぶる 
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再び浅草寺 

 平成27年（2015）１月９日、また坂東３３カ所のバスツアーに行ってきました。

千葉の銚子、成田に、すでに行った浅草寺も含まれています。（→第十三

番 浅草寺） 
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 まだ正月気分なので、浅草寺は巡礼より初詣のつもりです。バスが着いた

のは朝８時５０分頃。バスは本堂の脇の方にある二天門の近くで降りました。 

 

 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/01/15/dscf9543.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/01/14/dscf9573.jpg


174 

 

 浅草神社の前を通って本堂へ向かいます。 

 

 境内にまだ人はまばらで、屋台店も開店準備にとりかかったところです。 
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 本堂の前まで来ても、まだ人は少なく、ゆっくり見られました。 

 

 

 ここへは何度か来ましたが、いつ来ても人でごった返していて、ゆっくりま

わりを見たことはありませんでした。先達さんに教えられて天井を見ると天女

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/01/14/dscf9545_2.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/01/14/dscf9546_2.jpg


176 

 

などの絵がありました。今までは上を見上げるゆとりもなく、急いでお参りを

すませて次へ行っていたことに気づきました。内陣でおつとめをしました。 

 

 影向堂（ようごうどう）には、十二支それぞれの守り本尊がありました。 
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 今まで見たことのなかった、喜劇人の碑や映画弁士塚を見て来ました。 

  

 曽我廼家五九郎（そがのやごくろう）の碑は「群盲撫象」の文字と「ノンキな

父さん」の絵。さすがにこれはよく知りません。石井漠「山を登る」記念碑とい

うのもありました。日本の創作舞踊の創始者で、近代バレエの創造、浅草オ

ペラの旗揚げなどの活動をした人だそうです。 

  

 

 あそこへ行かないと浅草へ来た気がしない、と同行者の何人かは雷門へ

向かいました。それもそうだ。ちょっと遠いけれど、わたしも行きました。ここ

で写真をとると、浅草訪問の決定的証拠になります。 
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 仲見世は、開店作業をしている最中でした。だんだん人が増えていきま

す。 
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  また本堂の方へ戻り、先ほど前を通り過ぎた浅草神社にもお参りしてきま

した。 

 浅草神社は、三社権現（さんじゃごんげん）、三社様（さんじゃさま）といっ

て、三社祭の行われるところです。この三社様というのが、浅草寺の本尊の

観音様を川から拾い上げた漁師の兄弟と、それを祀った人の三人ということ

ですから、もともと浅草寺と一体のものでした。それが明治の神仏分離により

別になったものです。 

 

 

 出発の集合時間９時 50分には、もう大勢の人出になっていました。外国人

らしい団体客もたくさんきました。 

 こういう有名な観光地は、朝の早い時間に来るとゆっくり見られると実感し

ました。 

 納経帳は、前回いただいてあるので、今回はありません。 
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第二十八番 龍正院 

  浅草寺の次は、千葉県成田市にある第二十八番札所、滑河山龍正院

（なめかわさん・りゅうしょういん）、滑河観音（なめかわかんのん）です。 

 茅葺きで大きな注連縄をつけた仁王門を入ります。立派なものです。 

 

 この注連縄は龍をあらわしたもので、龍の足として蔦だか木の枝だかが下

についているので、上手にくぐらないと帽子をひっかけます。 
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ここの仁王様は、その昔、門前の火事が寺に迫ってくるのを大団扇であお

ぎ返して防いだという伝説があるそうです。古いけれど強そうです。 

  

 本堂です。 
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 欄間の彫刻や天井の絵もなかなかです。 
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 境内には根元から分かれた大きな松の木（夫婦松）があり、側に芭蕉の句

碑もありました。 

 芭蕉の句は、観音のいらか見やりつ華の雲、というものです。芭蕉が、特

にここの観音様を詠んだというものではないようです。 

 

 このお寺では、お下がりの餅をいただきました。ありがとうございます。後日、

うちの奥さんがかき餅にしてくれました。 
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 ご詠歌は、 

音にきく 滑河寺の 朝日ヶ渕（けさがふち） 

あみ衣（ころも）にて すくふなりけり 

 

 この歌は、次のような伝説に基づいています。 

 昔、この地が冷害による飢饉で苦しんでいるとき、小田川の朝日（けさ）が

淵にあらわれた老僧が、僧衣を網にして小さな観音像をすくい上げ、領主

に与え、「この淵より湧く乳水をなめよ」と教えた。そのお告げのとおりにする

と、五穀は実り、人々は救われた。この小さな観音像は後にこの寺の本尊の

胎内に納められた。 

 浅草寺の本尊も、漁師の網にかかった小さな観音像だというのは有名な

話です。仏像が網にかかるというのはよくある話のようで、この次に行った銚

子の円福寺もそうでした。 

 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/01/15/photo_2.jpg


185 

 

潮来 

 龍正院のあとは、潮来で昼食となりました。潮来へ行くとは思ってもいなか

ったけれど、地図を見てみると、なるほど、ちょっとだけ回り道をすれば、銚

子の円福寺へ行く途中にあります。 

 それから地図を見てわかるのは、銚子の周辺は高速道路が通ってないと

いうこと。銚子は、はずれといっても千葉県だからすぐ行けるんじゃないかと

思っていたけれど、予想外に時間がかかりました。一般道路と高速道路のち

がいです。「銚子連絡道路の早期建設を！」という看板をあちこちで見かけ

ました。 

 

 

 潮来と言えば当然、「潮来の伊太郎」に「潮来花嫁さん」だと、わたしなど

は思います。他の客も当然知っていると思われる歳ばかりですが、添乗員さ

んだけは「昔、そういう歌が流行ったそうですね」と言いました。それくらいの

歳の差です。 

 

 潮来花嫁さんが船で行く、用水路のような観光名所も、例によって通り過

ぎるだけです。でも、バスの窓から小さな川を眺めるだけで、おまけがひとつ

ついてきたような気がします。あやめ園もまだ緑がちょっとだけで、畑のよう

にしか見えませんでした。 
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 昼食会場はホテルですが、閑散としていて、他に客はいないようでした。 
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 結婚披露宴の会場のようなところが昼食会場でした。他にもいくつかこん

な部屋があるようでしたが、やはり他の客は見えません。 

 

 今日は銚子まで行くんだから、活きのいい刺身定食かと内心思っていたの

ですが、海まで行く途中で、川魚の鯉の洗いがメインの弁当でした。ちょっと

苦手です。ここのは生臭くなくておいしいということで、歯ごたえも悪くはなか

ったのですが、苦手感を克服するところまでは行きませんでした。わたしは

辛抱強いので、これがなくても我慢できます。 
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 食後、売店といっても机の上に名産品を少し並べただけのところで、他の

客が従業員の方と話をしているのを漏れ聞きました。 

 それによると、このあたり茨城県南部では、子供の七五三に派手な披露宴

をやるのだそうです。親戚や近所の人などを招待し、結婚式と同じように披

露宴をやる。もちろん祝儀も同じようにやりとりし、引き出物も出す。披露宴

の途中で子供が和服から洋装に着替える「お色直し」まであるそうです。 

 経費は祖父祖母側が主に負担するらしい。このホテルにとっても、七五三

は結婚式と並ぶ重要な収入源だそうです。この風習は、よくテレビでも取り

上げられているとのことでしたが、知らなかったのでちょっと驚きました。 

 

 さすがに利根川は大きく立派な川でした。これはホテルの近くの北利根川

（常陸利根川）で、霞ヶ浦から流れてきています。ちなみに潮来はこの川の

北側ですから茨城県で、川を渡ると千葉県です。 
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第二十七番 円福寺 

 昼食の後は銚子市の第二十七番札所、飯沼山円福寺（いいぬまさんえん

ぷくじ）飯沼観音です。 

 銚子というとまず漁港ですが、町は、この円福寺の門前町として発展したも

のだそうです。だから広大な敷地がありましたが、太平洋戦争で銚子も空襲

にあい、寺の建物は一部を残して焼失しました。戦後、町を再建する時に、

大きな道路が寺の敷地を分断してしまい、現在は本堂・飯沼観音エリアと本

坊・大師堂エリアに分かれています。 

 バスの駐車場は、本坊・大師堂の方にありました。これが大師堂です。 

 

 
 

 観音堂（本堂）へは、少し歩いて道路を渡って行かなければなりません。 

 これが入口の仁王門。大きく立派です。 
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 本堂（観音堂）の階段の脇には大仏様もあります。ここは戦後に再建され

た建物ばかりなので、まだ風格はありませんが、みな大きく頑丈そうです。 
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 階段を登ったところには、左右に醤油の一斗缶がピラミッド状に積み上げ

られていました。右はヤマサ醤油、左はヒゲタ醤油の看板がありました。酒の

薦被りの代わりに醤油が置いてあるのは初めて見ました。銚子は醤油の産

地でもあります。 
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 本堂は高いところにあるので、漁港の方を見晴らすことができすが、細か

いところまではよくわかりません。境内には平成になってから建てられた、ま

だ新しい五重塔もありました。 

 

 
 

 また道路を渡って駐車場へ戻りながら、銚子のような町まで空襲したアメリ

カの意図について考えてしまいました。銚子は、東京（首都）への食料供給

の重要拠点だからと、1945年７月に空襲されたそうです。 

 銚子にかぎらず、全国の、地方のちょっとした都市にまで空襲の被害があ

りました。200以上の都市が空襲されたそうです。戦争の帰趨がだいたい決

まったころ、非戦闘員に大きな被害が及ぶことも承知の上です。徹底的に日

本を痛めつけてやろうという、当時のアメリカの強固な意志を感じます。自分

のところがやられたからといって、9･11ぐらいで騒ぐんじゃないよ、と言いたく

もなりますが、観音様のお参りに来て、あんまり物騒なことを考えていてはい

けません。 
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 空襲のことはおいといて、駐車場の先の銚子電鉄の「観音駅」へ行きまし

た。江ノ電のように、民家の庭先を走っているそうです。残念ながら電車は

見られませんでした。 

 

 なんとこの駅は「たい焼き」が有名なのだそうです。 

 

 「たい焼き」と「ぬれ煎餅」を買いました。「たい焼き」はあんこたっぷりでし

たが、土産に持ち帰るより、その場で焼きたてを食べるべきでした。「ぬれ煎

餅」は醤油がきいていて、おいしかった。 
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 ご詠歌は、 

このほどは よろずのことを 飯沼に 

きくもならはぬ 波の音かな  
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 アクアラインを通って帰り、途中「海ほたる」で休憩でした。夕方五時半くら

いですが、もうすっかり暗く、エスカレーターはイルミネーションきらきらでし

た。 

 
 

 これで行ってないところは三カ寺になりました。結願のためもう一度行かな

いといけない那古寺を入れて残るは四カ寺です。もうひとふんばりです。 

 

2015年 2月 2日  
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第三十一番 笠森寺 

 2015年（平成 27）１月 19日に、千葉県長生郡長南町（ちょうせいぐんちょ

うなんまち）にある笠森寺（かさもりじ）と、千葉県木更津市（きさらづし）にあ

る高蔵寺（こうぞうじ）へ行ってきました。 

 今回はバスツアーではなく、自前の、先日買い替えたばかりのタントで行き

ました。アクアラインで木更津へ行って、ちょっと遠回りですが、南無谷行き

を兼ねることにしました。 

 この二カ寺へ行けば、２月のバスツアーで、いよいよ結願（けちがん）を迎

えることができます。 

 

 長南町の第三十一番札所、大悲山笠森寺（だいひざんかさもりじ）から行

きました。 

 ここは電車で行こうと思って調べたら、電車・バスの乗り継ぎが大変なので、

車にしました。ちょっとした山の中で、一帯は県立の自然公園になっていて、

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/01/27/33150127p_3.jpg
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笠森寺自然林に囲まれています。 

 駐車場から、こんな階段を登っていかなければなりません。今回は、うちの

奥さんに無理につきあってもらったのですが、足と腰の問題で、いきなりここ

で待機してもらうことになりました。 

 

 

 この階段がけっこうありました。うちの奥さんにはやっぱり無理でした。 
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 自然林ということで、大木、名木もあります。 

 

 登った先にあるのが二天門。奧に本堂が見えます。 
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 その本堂は、さらに高い小山の上に建っています。岩肌に何本もの長い

柱を立て、その上にお堂がのっています。「四方懸造（しほうかけづくり）」と

いうそうです。 

 

 さらに急な階段を登らなければなりません。 
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 いただいたパンフレットには、二代目広重の「諸国名所百景 上総笠森寺

岩作り観音」 という浮世絵がありました。階段部分が実物よりちょっと長いか

な、という気がしますが、気分はこのとおりです。 

 

 

 

 横から見上げると、こうなっています。この作り方を「四方懸崖作り」と書い

てある本もありました。なるほど、きっと菊の「懸崖作り」はここからきたのでし

ょう。 
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 登った本堂前の回廊です。 

 
 かなり遠くまで見晴らすことができましたが、土地勘がないので、どちらが

どこ方面なのか、いまいちわかりませんでした。 
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 ご詠歌は、 

 

日はくるる 雨はふる野の 道すがら 

かかる旅路を たのむかさもり 

 

 

  

2015年 2月 9日 
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第三十番 高蔵寺 

 次は木更津市の第三十番札所、平野山高蔵寺（へいやさんこうぞうじ）、

高倉観音（たかくらかんのん）です。 

 『観音霊場記』（→第十四番弘明寺 ご詠歌）によれば、高倉天皇（在位

1168～1179）がこの寺を興隆したので「高倉」と称したが、尊号の字を諱（い）

んで「高蔵寺」と書くようになったとあります。高倉天皇といえば、後白河天皇

の子で安徳天皇の父、平家物語の時代の天皇です。 

 さらに藤原鎌足とも縁があり、ここの観音様のおかげで鎌足が生まれたと

いう伝説もあるそうです。このあたり、木更津市に編入される前は鎌足村（か

またりむら）といいました。 

 大化の改新や平家物語で忙しかった人たちが、この寺とどれほどの関わり

があったのかよくわかりませんが、こういう話は、わからないところやありえな

いところに有難味があるのでしょう。 

 仁王門から入ります。古そうで立派です。 

 

 

 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/post-f013.html
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 本堂は、高床式の建物です。 

 
 

 正面の階段の高さが床の高さで、人が立って楽々入れます。 
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 本堂は閉じられていて、本尊は限られたときにしか開帳されないそうです

が、床下からなら常時拝観できることになっています。 

 

 

 

 その床下は「観音浄土巡り」になっていて、有料（300円）でした。 
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 入って驚きました。地獄・極楽巡りということですが、ともかくやたらと仏像

や銅像、置物や掛け軸・絵図の類が並んでいました。閻魔様や鬼はともかく、

ビリケンさんに金精様、インド・東南アジア系かと思われる怪しげな神像に、

河童などの狐狸妖怪、はてはディズニーの人魚姫まで飾ってありました。 

 なんというか、エスニック民芸・骨董店兼秘宝館というと怒られそうですが、

ちょっと毒にあてられ、あっけにとられて写真もとりませんでした。またそこら

中に賽銭箱が置いてあるのも異様でした。おどろおどろしいのが地獄絵巻

だけならいいけれど、極楽まで怪しげな雰囲気が漂っていました。 

 正直これはどうかと思ったけれど、こういう摩訶不思議なごった煮が成立す

るのも、多神教のよさかもしれません。一神教の世界では、原理を研ぎ澄ま

していく段階で切り捨てられてしまう魑魅魍魎、妖怪変化の類まで、多神教

の世界では、なにかの時には役にたつかもしれないと、なんとなく片隅に残

って、それなりの位置を占めている。そういうことだと理解しましょう。最近、一

神教の非寛容が、世界を騒がせているときでもあります。八百万の神に合

掌。 

 肝心のご本尊は、そんなわけで写真を取り損ねたので、パンフに載ってい

た写真を載せておきます。こんな感じで足元が床下に置かれているので、

穴から仰ぎ見ることができるようになっていますが、お顔まではよくわかりま

せんでした。 
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 ご詠歌は、 

はるばると 登りて拝む 高倉や 

富士にうつろう 阿裟婆なるらん 

 
 これでもう一回、二月のバスツアーに行けば三十三カ所完了です。 

 

2015年 2月 12日  
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第三十二番 清水寺 

 2015年（平成 27）２月６日、とうとう坂東三十三カ所巡礼が完結しました。 

 
 いよいよ明日が最後の巡礼というときに、バスの添乗員さんから電話がか

かってきました。 

「あのう、未入金みたいなんですけど…」 

 情けない。申込だけして、入金手続きを忘れていたらしい。なお情けない

のは、いやそんなことはない筈だと、ムキになって反論してしまったこと。 

 ところが調べたら入金した形跡がない。すぐ入金して参加ＯＫにしてもらい

ましたが、電話の向こうで「また年寄りが勘違いして…」とか言われていたこと

でしょう。 

 しょっちゅう度忘れしているんだから、もっと謙虚にならないといけません。

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/02/07/33150206.jpg


210 

 

観音巡礼も大詰めだというのに、ちっとも人間ができていません。恥ずかし

い。 

 平成 27年（2015）２月６日、前日は横浜でも雪がちらちらしていて、朝は道

路の凍結に注意と言われていましたが、だんだん日が射してきて暖かい日

になりました。 

 まず千葉県いすみ市岬町の音羽山清水寺（おとわさんきよみずでら）へ行

きました。京都の清水寺と山号も寺号も同じです。その昔、伝教大師が、京

都の清水寺に地形が似ているからとここに庵を結んだのが始まりで、名前も

そのままつけられたそうです。 

 今回の先達さんは京都から来ているとのことで、昔はそうだったかもしれま

せんが、今は全然似てません、と何度も言っていました。 

 まあ、お寺のある山から見下ろした風景はこうですから、京都に似ていな

いと言われても無理はありません。 

 

 

 山道がけっこうありました。結願前の最後の修行と思って登るようにと、先

達さんに言われました。 
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息をきらしながら仁王門へ着きました。奧に赤い四天門が見えます。 
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 四天門には風神雷神がいました。 

 

  

 

 本堂です。 
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 江戸時代に焼けて、建て直したもので、二百年くらい前のもので古い。し

かし先達さんは、二百年ぐらいではまだまだ、と京都人の余裕を見せていま

した。 

 
 

 古い奉納額（絵馬）がいろいろありました。 

 

 

 本堂の脇は、ちょっとした斜面になっていますが、清水の舞台とはいいに

くい。 
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 百体観音堂というのがあって、西国三十三カ所・坂東三十三カ所・秩父三

十四カ所の本尊の写しが百体祀られています。昔から百カ所まわることは難

しかったので、こういう「写し霊場」があちこちに作られました。百カ所には含

まれていないお寺にも、写し霊場があるところがあります。 

  

 この寺と京都の清水寺、兵庫県加東市の御嶽山清水寺（みたけさんきよ

みずでら、播州清水寺）を日本三大清水寺というそうです。どこも山があって、

涸れない清水があって、坂上田村麻呂にゆかりがあるそうです。 

 ただ、「日本三大清水」には異説があって、大阪市天王寺区の清水寺や

岩手県花巻市の清水寺もそう称されているようです。 京都の清水は必ず入

りますが。 

 これがここの清水、「千尋の池」です。 
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 ご詠歌は、 

濁るとも 千尋の底は 澄みにけり 

清水寺に 結ぶ閼伽桶  

 

  

2015年 2月 23日 
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第三十三番 那古寺 結願 

 九十九里に近いいすみ市から館山まで、海岸沿いを行くのかと思ってい

たら、バスは行きに通ってきた圏央道をそのまま木更津まで戻って、館山自

動車道へ入りました。海岸沿いの一般道路だと眺めはいいけれど、ずいぶ

ん時間がかかったことでしょう。高速道路は早い。１２時頃にはもう館山へ着

いて、「漁師料理たてやま」へ入りました。 

 南無谷にいるとき、ちょっとした買物には館山まで来ています。その買物

先のひとつの大きなホームセンターのすぐ近くで、入ったことはありませんで

したが、前を通るたびに「30センチの大エビ天丼」という看板が気になって

いました。 

 

 われわれ一行を含め観光バス４台がいっせいに昼食休憩にやってきて、

食堂内はまさにわんわんと音が響く盛況でした。味噌汁や茶椀むしがぬる

かったのは、それだけの量をいっせいに出すために前から準備しなければ

ならなかったせいでしょう。われわれが一番遅かったので、食べ終わった頃

にはほとんど他の客はいなくなって静かになっていたのが、なにか不思議で

した。 

 残念ながら昼食は大エビ天丼ではなく、すし定食でした。このあたりでは、

魚は繊細に料理するものではなく、新鮮で大量が売り物です。 
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 さていよいよ三十三番札所、千葉県館山市の補陀洛山那古寺（ふだらくさ

んなごじ、那古観音） へ向かいます。前回の地図を見てもらうとわかります

が、南無谷のすぐ近くです。だから南無谷へ来はじめた頃、周辺見物のひ

とつとして来たことがあり、巡礼をはじめてすぐにも来ました（→第三十三番 

那古寺）。なんとなくなじみのあるような感じで、改まって参拝でもないような

気もしますが、何と言っても今日は三十三カ所巡礼結願の日です。 

 それに、そもそも巡礼をやってみようかと思いたったのは、この那古寺が、

三十三カ所の最後の札所になっていると知ったことからでした。（→板東三

十三カ所巡礼） 

 バスが出発してしばらくしてから、先達さんがこう言いました。、 

「みなさんの納経帳を見せてもらったら、一番長い人は、五年ほどかけて今

日の結願を迎えていらっしゃいます。」 

 ほうー、感心な人もいるんだな、と思ったあと、ひょっとすると、それってわ

たしのことじゃないかと気がつきました。第一番の杉本寺へ行ったのが平成

22年（2010）６月ですから、五年近くになります。 

 その後、神奈川県内の近いところは行ったものの、遠いところはそのままに

なっていたのを、地元発のバスツアーができたのを幸い、適当にぽつりぽつ

りとまた出掛けるようになりました。のんびりと年に一、二回行けばいいやとか

まえていました。それが地元発がなくなるというので、昨年末から急遽追い

込みにかかって、地元発最後の結願ツアーになんとか間に合わせたところ

でした。 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-af9b.html
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-af9b.html
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 感心するほどのことではありませんが、あれから五年かかったんだと、あら

ためて思いました。 

 

 境内は、あちこち工事中だったので、仁王門、多宝塔は前回（→第三十三

番 那古寺）の写真をごらんください。 

 

 

 本堂の正面は海です。 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-af9b.html
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-af9b.html
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 館山湾が目の前に広がっています。靜かなことから「鏡ヶ浦」と呼ばれてい

ます。対岸は三浦半島です。もう少し高いところから見ると、南房総と三浦半

島がすぐ近いことがよくわかります。昔、この寺は山の上にあったのですが、

元禄年間の大地震で全壊し、山の下の現在の位置に移転したものだそうで

す。 

  坂東三十三カ所巡礼は、鎌倉時代に起こったとされ、鎌倉を起点として

関東一円をまわり、最後に千葉県をめぐって、この那古寺で終わっています。

この海のすぐ向こうが三浦半島で、鎌倉へ戻る大きな円が完結するというこ

とでしょうか。 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/02/15/dscf9771_2.jpg
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 ご詠歌は、 

補陀洛は よそにはあらじ 那古の寺 

岸うつ浪を 見るにつけても  

 この歌について、『観音霊場記』にはこうあります。 

愚訥この山の地景を見るに、経説の補陀洛に相似たり。山高く海岸に聳へ、

山下は南海の潮にひたり、昼夜に岸打つ浪の音は、梵音海潮音の響きにし

て、まことに余所に求むべきに非ず。大悲の浄土はこの山なりと、しきりに感

信して拝見しき。（p356） 

 納経帳には、前回の印の上に「重ね印」と、左上に小さな丸い「結願（けち

がん）」の印をいただきました。 

 

  

 

 さてこの那古寺では、結願の人にはこんなものがいただけます。「巡拝畢」

は「じゅんぱいおわる」と読みます。「畢」は畢竟の「ヒツ」で、「おわる、おえる

＝全部もれなくけりをつける」という意味があるそうです。 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/02/15/photo.jpg
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 これを和尚さんから、学校の卒業式のように一人ずついただきます。有料

（二千円）なのでちょっと考えましたが、この先もう賞状のようなものがもらえる

ことはないだろうからと、わたしもいただいてきました。 

 その前に、和尚さんの講話がありました。実は前回のツアーのとき、和尚さ

んの話は長いので覚悟しておくように先達さんから聞かされていました。一

番短いときで四十五分、一時間半かかったこともあるそうです。今回の先達

さんも同じようなことを言っていました。 

 だからみんな覚悟していたようです。畳に座るのではなく、椅子席が用意

されていたのは助かりました。やっぱり一時間かかりました。和尚さん、話を

するが好きで得意のようですが、風邪が治らないとのことで、苦しそうな咳を

しながらの講話でした。長時間聞くのはちょっと辛いものがありましたが、こ

れも修行のうちでしょうか。 

 

 ともかく坂東三十三カ所観音霊場の巡礼を無事終えました。 

 信仰心というわけではなく、関東地方一円を見てまわるいい機会だと思っ

てはじめたことでした。途中バスツアーに乗り換えてからは、まわりをゆっくり

見ることはできませんでしたから、関八州にわが足跡の残らぬところはない、

とまでは言えませんが、かなり広く見ることができました。中禅寺のような有

名なところはもちろん、これまで聞いたことがなかったところ、自分で行こうと

は思いもしなかったところへ数多く行くことができました。 

 またバスツアーで行くことで、先達さんから作法などいろんなことを教えて

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/02/16/33_3.jpg


222 

 

もらいました。いっこうに覚えられませんが、「般若心経」を参拝の都度唱え

てきました。いまだ悟りの境地にはほど遠いけれど、いい経験でした。 

 この勢いで、３月の長野の善光寺へのお礼参りツアーにも申し込みました。

参加費はちゃんと振り込みました。 

 

 南無大慈大悲観世音菩薩…         合掌。 

  

  

2015年 2月 26日 
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お礼参り 善光寺１ 

 2015年（平成 27年）３月 17日、長野の善光寺へお礼参りに行っできまし

た。お礼参りというと、ヤクザなどの報復をまず思い浮かべてしまうけれど、

念願がかなったお礼に神仏に詣でるのが、お礼参りの本義です。わたしが

行ったのは坂東三十三カ所ですが、西国三十三カ所も秩父三十四観音も、

念願の巡礼を無事果たしたお礼に善光寺へ行くことになっています。 

 善光寺に、無事巡礼ができますようにと願をかけて始めるわけでもないの

に、どうしてみんなお礼に行くようになったのかは、よくわかりません。西国三

十三カ所の最後が岐阜県の谷汲山華厳寺（たにぐみさんけごんじ）なので、

せっかくここまで来たんだから、有名な信濃の善光寺まで足をのばして帰ろ

う、というあたりから始まったという話もあるようです。江戸へ帰る人にとっては、

ちょっと遠回りするだけという感覚だったのかもしれません。善光寺が八宗

兼学で無宗派の寺だというのも、まとめにはちょうどいいのかもしれません。 

 ともかく今では、お礼参りは善光寺ということになっています。そして、善光

寺と対（つい）になっているからと、上田市の北向観音（きたむきかんのん）

へも行くことになっています。行くことになっていると言われると、行かないと

せっかく達成した三十三カ所巡礼の値打ちが下がるような気がして、行って

こようかとなります。お礼に行くわけですから、ここで善光寺も商売がうまい、

などと言ってはいけません。 

 横浜から長野は遠い。バスは朝

の６時３０分に横浜駅西口を出発

し、途中、関越自動車道の高坂

（たかさか）サービスエリア（埼玉

県東松山市）と上信越自動車道

の東部湯の丸サービスエリア（長

野県東御（とうみ）市）の二カ所で

休憩しました。 

 東部湯の丸ＳＡから見えた山は、

地図を見ると浅間山の西にある湯の丸山のようです。 

 ずっとバスの中は疲れます。それでも浅間山が見えたり、北アルプスの

山々が見えてきたりすると、ちょっとうれしくなって気が紛れます。しかしバス

の通路側の座席だったので写真までは撮れませんでした。 
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 善光寺へ着いたのは、１１時１５分頃でした。五時間近くかかったことになり

ます。駐車場の側に三重の塔がありました。 

 善光寺には 40年くらい前に来

たことがあるはずですが、何も思

い出すことはありませんでした。 

 

 

 この塔は「日本忠霊殿」で、「戊

辰戦争から第二次世界大戦に至

るまで、240万余柱の戦病没者

の英霊を祀る仏式霊廟」だそうで

す。つまり仏式の靖国神社であり、

「善光寺史料館」でもあります。 
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 ここでおつとめをし、お寺の案内人の方から説明を聞きました。この方が、

善光寺のちょっとした名物になっている方だそうで、独特の口調とことばづ

かいに、ときどきギャグをはさんで縁起などの話をされ、かなり受けていまし

た。ギャグを思いだして書こうと思ったのですが、出て来ません。話の内容も

うまく思いだせない。出てくるのは「～になっとんです。」「～だよ。」「～じゃな

い？」という癖のある語尾ばかりです。これがわたしの脳に一番強い印象を

与えたらしい。ともかくしっかり芸風が確立している方でした。 

 本堂には側面の方から行きました。ずいぶん大きな建物です。高さ約 27メ

ートル、間口約 24 メートル、奥行約 53 メートルだそうです。 

 

 

 

 こちらが正面です。本堂は何度か火事にあっていて、現在の建物は宝永

四年（１７０７年）に再建されたもので、国宝です。さすがに立派なものです。 
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 本堂の内陣には有名な「戒壇巡り」があります。床

下の真っ暗な回廊を巡って、「極楽の錠前」に触れ

ると極楽往生できるというものです。有料（500円）で

す。 

 薄暗い階段を降りて曲がっていくとすぐ真っ暗に

なります。ほんとに何も見えません。右手を壁にくっ

つけてそろそろと歩いて行きます。45 メートルくらい

だそうで、けっこう長い。それに曲がって行くところも

あるので、一人だとかなり恐そうですが、団体なので、

「あ！」とか「お！」という声が聞こえ、早めに歩くとす

ぐ前の人にぶつかったりするので、あまり恐くはあり

ませんでした。 

 極楽の錠前は、秘仏である本尊の真下にあって、

本尊の手と紐でつながっているそうです。真っ暗な

せいかどのくらいの時間だったのかよくわかりません

が、そのうち無事に極楽の錠前――感触では木（？）

でできたコの字型の把手のようなものに触れることが

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/03/21/photo_4.jpg
http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/03/21/dscf9840.jpg


228 

 

でき、わたしの極楽往生は約束されました。わたしよりちょっと後の人が「お

い、どこだどこだ」としばらく騒いでいました。前の人が「あ、あった！」と安心

の言葉をつぶやいて先へ進んで行くのに、自分だけ見つからないと、さす

がに焦るようです。ひとりだけ地獄へ落ちるのはいやだ。 

 本堂の前には山門（三門）があります。これも大きく立派なものです。本来

は仁王門から入って仲見世をぬけ、山門をくぐって本堂へ、というのが順路

ですが、駐車場が本堂の脇だったので、逆にたどることになりました。 

 

 
 

2015年 3月 23日  

  

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/03/22/dscf9808_2.jpg
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お礼参り 善光寺２ 

 バスツアーの一行は、もう 12時半をすぎているので昼食です。 

 

仲見世をはさんで宿坊がたくさん並んでいる通りがあります。 
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 その中の常智院という宿坊でした。 
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宿坊ですから精進料理です。 

 

 

 昼食後は自由行動です。まず仁王門まで行きました。 
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 高村光雲と米原雲海の合作だという大きな仁王像がありますが、金網のせ

いで見えにくい。こういう見えにくい仁王様が多いような気がします。守らな

ければならないのはわかりますが、見やすい工夫はなにかないものでしょう

か。 

  

 これが仲見世です。平日ですがそれなりににぎやかです。七味唐辛子と

野沢菜を買いました。 
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 仲見世を通って山門へ行くのが通常の参詣コースです。 

 

 
 

 山門の額は、「善」 に二羽、「光」に二羽、「寺」に一羽、計五羽の鳩形が

隠れているので「鳩字の額」と呼ばれているそうです。「善」の字は牛の顔に

も見えます。「牛にひかれて善光寺参り」です。. 
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 この鳩字の説明のとき、案内人さんが、鎌倉の鶴岡八幡宮の額にも鳩が

いる、だから鳩サブレが名物なんだよ、と言いました。帰ってから写真を見て

みると、なるほどそうでした。もう 30年以上初詣に通っているのに、善光寺で

教えられるとは、うかつでした。 

 

（ 

鶴岡八幡宮の額） 

 

 山門へ登ってみました。有料（500円）です。 
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 ずっと長野市街が見下ろせました。 

 

 

 

 左手に見えるのは菅平です。 
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 上で山門をぐるりと一回りできるものと思っていたら、回廊へは出られず、

開かれていたのは一方向だけでした。せっかくの展望を、残念でした。 

 あとは集合時間まで境内をぶらぶらしました。見る所はたくさんありますが、

団体旅行で次の予定があります。そうそうゆっくりもできません。 

 これは六地蔵。 

 

裏の方のあまり人が来ないところに、こんなものもありました。これも「牛にひ

かれて…」ですね。森永乳業寄贈の「乳牛親子の像」です。 
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 ご詠歌は、 

身はこゝに 心は信濃の善光寺 

みちびき給え 弥陀の浄土へ  
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 お札と宝印（牛王剣印の木版印護符)もいただきました。   

 

    

 

2015年 3月 26日  
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お礼参り 北向観音 

 次は上田市の北向観音（きたむきかんのん）です。ここは近所にある天台

宗の常楽寺というお寺の観音堂です。 

 わたしは、お礼参りに行くところだと聞くまで、ここのことを知りませんでした。

あまり有名なところではありません。このツアーを電話で申し込んだとき、出

た女性が「はい『善光寺とホッコーカンノン』ですね」と答えました。旅行会社

の社員がちゃんと読めないくらいです。まさか業界用語では「ホッコー」と言

っているわけでもないでしょう。 

 そのあまり有名でないところへ、なぜお礼参りに行くのかというと、善光寺と

対（つい）になっているからだそうです。善光寺の本尊は南向きで、ここの観

音様は北斗七星信仰の関係で北向きなので向かい合っている。善光寺は

来世の利益、観音様は現世の利益をもたらす。善光寺だけでは「片参り」に

なる、「両参り」しなければいけない、というのです。 

 なんとみごとなマーケティングではありませんか。感心しました。巡礼を終

えたら、そのお礼に行くべきである。そしてお礼に行くならこちらも行かない

と――きちんと顧客に説明してより一層の充足感を与えながら市場を拡げて

います。しかし、観音様も商売がうまいなあ、などとお礼参りのときに考えて

いてはいけません。 
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 別所温泉という温泉町にあります。土産物屋がいくつか並んでいる通りを

曲がると、短い門前町のような通りがありました。突当りの階段を登ったところ

が北向観音です。 

 

 温泉だけあって、この手水場には温泉がひかれていました。あたたかい手

水ははじめてです。 
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 仁王門などはなく、すぐに観音堂です。 
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 これでようやく巡礼が終わりました。安堵感にバスの疲れも加わって、この

後はなんとくぼんやりしていました。小さなお堂などもあったのですが、写真

も撮りませんでした。 

 境内から見えたこの山は美ヶ原方面ではないかと思います。 
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 帰り道の川端には「慈覚大師之湯」とい

う飲用温泉があったので、一口飲んでき

ました。 

 

 

 ご詠歌は、 

 

いくばくの 人の心を 澄ますらん 

北向山の峰の松風 
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 横浜の自宅へ着いたのは夜の９時半くらいでした。最近、首都圏中央連

絡自動車道（圏央道）で埼玉方面と神奈川県の厚木方面がつながって便利

になりました。都心を通らないので距離的にも近いし、今のところ混んでいな

いので、思っていたよりずっと早く帰れました。 

 これでわたしの坂東三十三カ所観音巡礼記もおわりです。 

 最後まで読んでくださった方、どうもありがとうございました。 

 巡礼をおえてもいまだ悟りの境地は遠く、後悔と煩悶の日々ですが、煩悩

即菩提であります。色即是空空即是色、この歳になったら焦ってもしょうがあ

りません。 

 

 南無大慈大悲観世音菩薩      合掌 

  

  

2015年 3月 30日 
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付録 

１ バスツアーでもらったお参りのときの注意事項。 
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２ これもバスツアーからの小冊子「坂東三十三所勤行次第」の一部 
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次頁の地図は『坂東三十三ヵ所を歩く』（2003、山と渓谷社）による。 
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坂東三十三カ所巡礼記 

2007～2015 

窮居堂旅日記 

 

ブログ「窮々自適」より 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/ 

 

2015年４月 15日 

南無谷窮居堂 

 

http://kyukyo-do.cocolog-nifty.com/blog/

