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小山 田郷 土読本稿本
一 小山 田村
明治 天皇御製 ・小山 田 のさと のけぶ りも年 々にたち そう世 こそ楽 しけれ
小山 田と いう のは田舎 と いうわけ であ るが、我等 の郷土小山 田村 はそ の名 にもふさわ しく
平和 に、健や かに年 々発展 してきま した。
今 では戸数七百余、人 口三千 四百余 の大きな村 にな って、小山、山 田、西山、内 山、六名、
堂 ケ山 の六区に分 かれ て います。東 は内部村、四郷村、西は水 沢村、南 は鈴鹿 郡久間 田村、
北 は桜村、川島村 と隣あ って いますが、 四日市 へは三里ば かり隔た って います。
私ども の村 は随分 山 の中 で、 不便 であ るが、然 し私ども にと っては他 に 二 つとな い郷土な
のです。 小山 田村 民 の母 の地な のです。村 里 は林 に包 まれ、 岡 に囲まれ、 川 の流 れ に沿 い
な ど、 互 いに隔 たれ て いても各字 とも等 しく働 く に充分な 田と畑、 そして山林 とを持 って
います。 そう して村 民 は田を植え、 蚕を飼 い，薪 を取 り生活 には何 一つ不自 由なく暮らす
ことが出来ます。
私ども は こう した静 かな、平和な土地 に住 み慣 れ て、朝 は丘 の上 に太陽を迎え、 昼 は等 し
く鈴鹿 の山脈を仰ぎ、夕 べには夕陽をそ の後 ろ に送 って 一日 の感謝 を捧げ ます。殊 に西 に
望 む高峰鎌 ケ岳や 野登山は春夏秋冬 四季 を通 じ て、 私ども の慰安 であ り、 又気象台 と いう
べきも のでし ょう。春 雨 にも夕立 にも秋晴 れ にも雪 にも言 い知 れぬ懐 かしさ と心安さ を与
え てくれます。鎌岳が雲 にかくれたと い っては夕立を案 じ、 野登 から起 こ った雷 は恐 ろ し
いと いい、 山が時 雨 しだ したと い っては籾莚 を収 め、全 く山をたより の農業 に いそ しむ の
です。
然 し、 一方考え て、 こう した平和なうち に、我 ども の祖先や先輩 は こ の小山 田を盛 んにす
るために非常な努力を してこられま した。農業 を盛 んにして養 蚕業、製 茶業等 は県 下 でも
名高 く、 近年 は米、麦 の他 西 瓜、 瓜等 の栽培も盛 んにな って多 く大都市 へ移 出さ れ て いま
す。な お、 こ の上色 々の副業 にも注意され つつあります。
道 路 も四 日市道 が大体 出来上が り、 引き続 いて堂 ケ山、 西山、 六名方 面 のも着 々計 画を進
められ ており、また近くは電話も新 しく設けられ て、村 は生気 に溢 れ て います。
丁度今、経済更生 の旗 を かかげ て小山 田村 の発展 に村 民 一体、努力 して いら れ る時、 私ど
もも共 に力を合 せ励まなければな りません。

二 夕立
七月 二十七 日、午 後 五時、蒸 し暑 い。 雨 は時 々ぱらぱ らと こぼ れ てく る。南 の方 は非常 に
暗 い。雷がご ろご ろ聞 こえ てく る。南 の方 は随分降 って いる ことだ ろう。雲 は見 る見 る広
が って西 は野登山を おお いかく した。書斎 の窓 辺 の青葉がざ わ め いて いて、 一層も のすご
い。 いよ いよ 一雨来そうだ。
母が 田圃から急ぎ 帰 ってく る。 ぴ か っ！ぱ り っ！ご ろご ろご ろご ろ。 いよ いよきた。 たち
まち篠 つく大 雨 であ る。
カ ンナ の高 い花 が立 って いる。向 日葵 は首 を垂 れ て いる。僕 は早速着物を脱ぎ 、 パ ンツ 一
つで、降 り しき る雨中 にとびだ した。 ピ シピ シピ シ、大粒 の雨 は頭を打 つ、 肩を打 つ、腕
をう つ。余 り慌 てて腕時計 を はめ て いた。 手にも足 にも皺 が出来 て、身体中 は忽鳥 肌とな
る。僕 はか って軍艦扶桑 に乗 り組 ん で いた時、上官が 「
南 洋方 面 では 一日に必ず 一度 は非
常 な大夕立が来 る。軍艦 では これを待ち受 け て いて、号令 い っか、真裸 にな った水兵達 は
てん でに石鹸 と 手拭 を持 って甲板 へと飛び出 して、思う存 分熱帯 の暑さ を洗 い流す のだ。
雨 は間もな く止ん でしまうが、中 にはまだ身体 中真 っ白 に石鹸 の泡 を つけ て立 って いる連
中も いる。」と愉快 そう に話さ れた ことを思 い出 して いた。
僕 の身体 の回りには大地 にぶ つかる雨が跳ね返 ってく る。約 五分雨はやや 小降 りにな った。
頭 から濡 れ鼠、 パ ンツもび し ょ濡 れだ。樋 の口からあふれ出 る雨水 に足を洗 って縁 側 に立
つ。 雨はや んだ。涼 し い風が吹 いてよ い心持だ。
三 西瓜
今 日から夏休 みが始 ま る のであ る。 朝 のうち に学習帳 の記 入も終え て、午前 中 は屋敷 まわ
り の雑草 をと る。 昼飯 をす ま して家 の者 が昼休 みを して いる暇に蝉をと ったり、 川遊 び し
たりす る のも面白 いが、今 日は西 瓜 の出荷 をす る日であ る。 だ から僕 は西瓜畑 へ行 って調
べて来な ければ ならな い。家 中 で暑 いからと い って止める のも聞 かず に麦藁 帽 子を かぶ っ
て家 を出た。 早速 畑 へ来 て見 ると 丁度摘 果師が来 て いてちぎ ってくれ て いる。僕 はま せた
口ぶ りで 「
暑 いのにご苦労さ ん」と いいながら進 み寄 った。
摘 果師 は良さ そうな西 瓜を 一つ 一つ鋏を 入れ てそれを返 しては進 ん で いく。僕 も手伝 いな
がら 一体 ど んな のをちぎ る のだ ろう と考え てみた。 中 には如何 にも大きく て充分実 の入 っ
たら し いのでも切らず に行 く。 一つ 一つとられ てゆく西瓜をたた いてみたり、裏 返 してみ
たりして考え てみたが は っきりと は分 からな い。
真夏 の太陽 は真 上 に輝 いてじりじりと照 り つけ る。 む っと草 いきれがす る。 一つ 一つ丹念
に調 べて行 かねば なら ぬ摘 果師 の仕事 もな かな か苦痛 なも のであ る。裏 返さ れた西 瓜は白
い、 いや、やや黄色 い尻を見 せ て、 いかにも つや つや して、 はりき った肌を 日にさら して
いる。今 日は二回目 であ るが第 一回 の時 よりも大分 に多 か った。後 で数え てみると四十七。

そ の上 、今 日 の西瓜は皆 一寸大き い。と ても荷車 一台 では出 せな いだ ろう。何処も ここ
も こんな に沢山ちぎられる のだと、今 日 の出荷組合 へはたくさ ん集 まる ことだ ろう
。
四 川
小山 田村 を流 れ て いる川 は鎌 谷川，足見川、 天白川、内部 川 であ る。内部 川 は堂 ケ山、 六
名 と鈴鹿 郡久間 田村 の境界を流 れ て いる川 であ る。鎌 谷川、 足見川 は内部村 で内部 川 に合
流 して いる のであ るから、内部川 の支流と言 ってもよ い川 であ る。
天白川だけが小山 の井戸 ノ窪 に源を発 して内 山を過ぎ 四郷を過ぎ て四日市港 へ出 て いる。
これら の川 は小山 田村 の田地を灌漑 して村 の富を増 してくれ る のであ る。 ど の川も流 れ は
余 り豊 でな いが、水が 不足 して水喧 嘩が起 こると いう ような こと は無 く、村 は至 って平和
に暮ら して行ける。
川 は曲折 して流 れ て いるが、 早瀬 があ り、淵があ り して釣 りも でき るし、泳ぎ も出来 る。
夏 は子供 の天下 であ る。 子供 の世界 は川 であ る。夏休 み の 一日、朝 も早く から瓶を持 って
川 へ出 かけ、 そ こここ の魚 のよく集 まりそうな所を見計ら って瓶を かけ、大 きな魚 小さな
魚 が集 ま って来 る のを待 つも楽 しみなも のであ る。 こう して僕ら は夏 の間、 川と は仲良 し
にな って知らず知らず の間 に忘 れられな い印象 を与えられ てしまう のであ る。
大 人 にな っても僕 ら はや はり小山 田 の子 であ る。 川と言えば直 ぐ 子供 の時 に遊 んだ 川、釣
りを した川が 目に浮 かん でく る のであ る。 釣竿を肩 に、 手 にはバケ ツか何 かを 下げ て出 か
けた川が思 い出さ れる のであ る。
そ の川 の岸 には女 竹や葛が い っぱ いに茂 って いる。 そ のはび こ った葛 の葉 の間 から は紫 の
花 が こぼ れ落ち て、 いく つも水 に浮 いて いる。 そ こ へ釣 り糸 を垂 れ る。友達 と出 かけ る の
もよ いが 一人 で釣 る のもまたよ い。 小さ い諸 子が かか ったり、鮒 が かか ったり、 たま には
大 きな鯰 が かか ったりす る。 こんな時 には嬉 しく て 「
竹谷 のどんぼ りは大きな鯰が よく つ
れ る、昨 日釣 った のは 一尺位あ った。」などと学校 へ来 てよく言 いふら したも のであ る。然
し、 そう い つも都合 よく釣れ るば かり ではな い。
ど んどんと歩き 回 って、や っと小さな む つが 二三匹、 心細 くな ってく る。 それ でも ほ っと
気が ついて振 り返 ってみると人家 も見えねば 人声も聞 こえ て来な い。
あたりは崖 も相当 に高 く森 も静 かで、耳を澄ませば流 れ の音が 一層物寂 しく聞 こえ てく る。
もう堪らなくな って 一目散 駆け出す こともあ った。
こんな ことを考え て いると、 そ の川が鎌 谷川と いう名 であ った ことも、鎌 ケ岳 の裾 野から
流 れ て来 て いる ことも、内部 川 に合流 して伊勢湾 へ注 いで いると いう ことも、 小山 田村 に
はまだ こ の他 に足見川、 天白 川等 の川があ った ことも知らず に遊 びまわ った幼 い時 のこと
が何とはな しに懐 かしくな ってく る。

五 小山 田城址
「
お屋敷跡だ。 あそ こには昔矢 田監物 の城があ った の。」と子供 の時 に聞 いた話 は今 でも忘
れな い。 そ の時分、 そ こに へべの木 の実を取りに行 った事などもよく覚え て いる。
そ こには監物 の妻 の石塔があ る のだそうだが、 そんなも のの記憶 は更 に のこ って いな い。
唯 そ の へべの木と いう名が おかしか った のと、 そ の木 の実 で笛を こしらえ てぴ いぴ いと鳴
ら した事だけが は っきりと思 い出され る。
と ころが それから 十年 にな るか十 五年 にな る のか、 そ の後 は不思議 にも 一度 もそ こ へ行 っ
て見た事 がな か った。 と ころが今 日、 石塔があ るだ ろう か、 あ の へー べ の木 はどんな にな
っただ ろう と思 って行 って見た。 以前 も桑 畑 であ ったそ の木 のはた はち ょ っと の空地 にな
って いた。 そ の後 そ の屋敷 に家 が建 ったと いう こと は聞 いて いたが、屋根 の上 から でも見
え る筈 の へべ の木が見えな い。家 の西側 に廻 ってみると、 そ の直 ぐ軒 の下に古 い株 から で
た のであろうと思われ る、所謂 へべの木が屋根ぐら いの高さ に伸 び て二本出 て いる。
な るほど そ の根 元に五輪塔が並 ん で いる。身体 を かが め て、家 と そ のはび こ った木と の間
を覗 いてみると六 つ並 ん で いる。然 し満 足 に五 つ重な って五輪塔 の形を して いる のは唯 一
つで、他 のは、 三 つか四 つしか重な って居な い。笠 の部分 の如意珠だけが据え てあ る のも
あ る。
あまり のあ っけなさ に、 しばらく立ち去 る ことが出来な か った。
付 いて来た子供が こんな地蔵さ んを見 て何をす る のだ ろうと不思議が って いる。 「
いや、 こ
こは矢 田監物 の城が会 った所 で、 これが監物 の妻 の墓だ。」と いうと尚更不思議が って、 こ
んな所 に城があ ったんだろう かと首を ひね って いた。
へー べ の木 の繁 り合 った、細 い葉 の間 には青 い実がたくさ ん ついて いる。 子供 の時 取 りに
きた のはも っと赤 く熟 れ てびよびよと軟 ら か で中を押 すと硬 い実 が出 て来た のであ ったが、
まだ硬そうだ。
どうやら、 いぬがや の木 に良 く似 て いる。 へー べの木と いう位だ から ひょ つとす ると これ
は平兵衛 と いう 人 でも植え た のかも知 れな い。 近頃 そう考え て いた のであ るが、兎 に角 そ
の 一枚を持 って帰 って調 べて見る こと にした。
早速、植物図鑑 を出 して念 のため いぬがや を引 いて見た。葉 も実 もよく似 て いる。何処も
違 わな い。読 んで見ると、「一名 へぼ がや と称 し」と書 いてあ る。な るほど これ で分 か った。
へぼ がや を ヘベがや と いい、 かや を抜 かし へべと言 った のに違 いな い。
因 みに、 小山 田城址 は現村長青 山新 兵衛氏 の東 の桑畑がそれだと言われ て いる

六 岡山
岡 山 へ登 る。茶畑 の間 の道 に猫が ひ ょいと首を上げ てこちらを見た。僕 が歩 いて行 くと 一
目散 に頂上 の方 へ走 って、直 ぐ見えなくな った。涼 し い風が吹 き上が って来 る。振 り返 っ
てみると山 田 の屋並が左 へ折 れる。 また、 ひょいと猫が頭を上げ て後向 いて立 って いる。
顔を見た ので、 また逃げ 出 した。ず んず ん上が って行 く。 上 は割合 に広 く て中 々立 派な茶
園 にな って いる。東側 の岡 の中腹 では二三人 の人が草を取 って いる のか、 かが んで いる の
が見え る。 猫 は道 をそれ て、茶 の畝 の間 からまだ こ っちを覗 いて いる。今、 こ の直 ぐ下に
見え る暁覚寺が昔 はここに建 って居たんだ そうだが、今 も ここに建 っておれば どんな んだ

不動 の滝

ろう。随分夏 でも涼 し いことだろうが、 こう考えながら山を下りた
。
七
前 から西山 には不動 の滝 と いう滝 があ る のだと いう のは聞 いて知 って いた。 またあ る本 で
もそ の不動 の滝 のことを書 いた のを読 ん でみた こともあ った。 しかし実際 そ こ へ行 って見
た のは今 日が初 め てであ る。歩きながら も 「
滝 と言 っても、滝ら し い滝 ではあ るま い。水
も牛 の尾位 で、高く ても 一間位 で低 いのだ ろう。」と考え続け て いた。 西山 の東 の端 で南 向
いて藪 の方 へ坂道 を下り て行 くと、 下に川が流 れ て いる。 これ は鎌 谷川 の上流 で、 こ の川
を向山 へ渡 ってな お五六丁も山を登らなければならな いのだそうな。
田 の草取 り の人達 は頭を上げ て浴衣がけ の僕らを眺 め る。畦 にはそ の人達 の草履が 四足並
べてぬ いで いる。道 の横 の、林 の中 の木 には昼弁当 であろう と思わ れ る風呂敷づ つみがぶ
ら 下げ てあ る。僕 は 「
ああ して置けば蟻が寄らな いからだ ろう。」と思 った。
山と い っても道 は手垣 で歩 く のに少 しも難儀 は無 い。 そ の上、道 の草 は美 しく刈ら れ て い
る。林 には最 早、桔梗が咲 いて いる のが見え る。 まだ蜩も鳴 かな いから道 は静 かであ る。
僕ら はまだ見ぬ滝 のことを色 々話 しながら歩 いた。
滝 の落ち る音ら し い響 きが聞 こえ て来 る。滝 不動 の堂 が見え た。思 ったより大 きな堂 でま
だ建 てたば かり のようだ。滝 は堂 の直 ぐ下 でそ こから もよく見え る。 駆け下り て滝壷 へ行
くと水 はよく澄ん で底がよく見え る。 ふと見ると水 の底 に亀 が いる。大きな亀 だ。
「
こんな所 に亀 が」と い ってかが み寄 ると亀 は慌 てて深 い所 へ逃げ て いく。 そ の後 には蝉
が沈 ん で いる のが見え る。亀 は水 に落ち た蝉を今 ま で食 べて いた のであ ろう。 澄 み切 った
水底 には亀 の甲羅が見え て いる。
山 の間 から湧き出 てく る水 は涼 し い滝 風を起 こしながら落ち続け て いる。帰 りにも僕 ら は
また滝 のことを色 々話 しながら歩 いた。 そ の話 の中 には 「
四 日市方 面 の人が、 あ の滝 不動
へ願を架 けに来たり、 また冬 の寒 い時 にも滝 に打たれ て苦行をす る人もあ るそうな」
。
「
な るほど不動さ んはそんな に御利益があらたかな ん です かなあ」
。 と言うような ことも混
じ って いた。

八 村 役場
昔幕末 の頃ま では小山、 山 田、堂 ケ山、 六名 の各村 に庄屋があ って村治 を司 って いたが、
明治 維新 後各 旧藩主 は藩知事 にな ると同時 に庄 屋 は里正と いう よう にな った。 明治 四年七
月藩を廃 して県が置 かれ、翌 五年 には町村 の庄屋 は廃 せられ戸長、副戸長が置 かれ るよう
にな った。 後明治 十 二年 に郡が置 かれ、 明治 二十 二年 四月市 町村 制が実施さ れ、村長が置
かれ るま で、 戸長、副戸長 の制度 が続 いた のであ る。 こ の時 には山 田、 小山、堂 ケ山、 六
名 の各村 を合 して小山 田村 と改 め、村役場を山 田区 の中央、 現今 の山 田区会議 所 に置 いた
のであ る。と ころが明治 四十三年 四月 にな って、学校移転後 旧校舎 の 一部を改修 してここ
え移転 した のであ る
では役場 ではどう いう方がど んな仕事 を して いる のかと いえば、村長、助役、収 入役、書
記 の人達 が それぞれ各自受 け持ち の仕事 を しておら れ る のであ る。受け持ち の仕事 と言う
のは普通 に庶務、 戸籍、兵事、学務、勧業、税務、会計等 の係 りであ る。
九 平野新 田
昔、知慧 出豆松平信綱 は安松金衛 門 に命 じ て野火 止 の用水 六里 の堀を掘ら せたと言うが、
我が 小山 田村 にも これ によく似 た話があ る。 西山 の東、 一帯 の所 は見渡 せば今 は青 々と し
た 一面 の稲 田であ る。 こ の割合 に土地が高 く、豊な 田畑を持 つ 一帯 の平地を平 野新 田と言
って いる。 こ の平 野新 田には人家 もあ り、茶園もあ り、桑園もあ るが、大部分 は田地 で、
西山区 の農業 は主と してこ の平野新 田で行われ ると言 ってよ い。
そ の平 野新 田を湿ら せ、な お余 りあ ると いう用水 は人家 の間を流 れ流 れ て来 るも ので、源
は遠 く西山 の西方、林中 の大 沢 の大池 であ る。
元来、 西山 の地 一帯 は山 田 の 一部分 ではあ るが、林勝ち で人家 も無 く、 土地高 く、水利 に
欠け、土や せ て、 見るから貧 し い原野 であ った。
今 より約 二百五十年前、京都 の平 野清左衛 門と いう 人が こ の地 に来 て、先ず 二町五反 の大
池を築き、原野を開墾 して平 野新 田を開 いた。
池と の間 には約半里 にも互 し長 い堀を掘 って水を引き、水 田と した のであ る。 そ の後 山 田
の農 民が ここに移住 して、今 日 の西山が出来た のであ ると言われ て いる。
こう して、毎夏 ど んな 日照が続 いても池 の水が 涸れ る こと はなく、水 は用水 にあふれ て、
田はよく茂り、年毎 の豊作を喜ぶ ことが出来 る。
今 もな お西山区 の村 民 の間 には、当時 の苦 心を し のび、功績 を讃え る美談と して、平 野清
左衛門 の名が言 い伝えられ て いる。
用水 は人家 の間を流 れ ては、良 き洗 い場とな る のであ るが、 こ のよう に目に見え る事ば か

り ではな い。草 は秀 で、作物 は良 く成長す る。 殊 に平 野新 田と は方角違 いの鎌 谷川 の水が
涸れ てしま っても、 小割畑 鎌(谷川流域 で)も こ の用水 に水があ る間 は決 して田は乾 かな い。
も し用水 に水が無 くな れば これら の田んぼ はす ぐ乾上 ってしまう のであ る。 用水 から僅 か

小山 田尋常高等 小学校

に漏 れたたり、 また地中 にしみ込ん でゆく水が これら の田を潤す のであ ろう と言わ れ て い
る。
十
私ども の学校 は明治 八年 に、 はじめ て生 まれま した。 それま では寺 子屋と言 って主 に読、
書、算 を習 って いた のですが、名前 も山 田学校、 小山学校、堂 ケ山学校 と言う よう にな り
ま した。 当時 は下等 小学 の教科を授 け、修業年度 は四箇年 でした。 そ の後、 明治 十三年 三
月更 に七箇 年と改 めら れ、 明治 十 五年 八月 には六箇 年 とな り、明治 二十三年 には これを短
縮 して三箇 年と し、 山 田簡易授業 所、 小山簡易授業 所と改 め、堂 ケ山校 は山 田簡易授業所
の分教場とな りま した。 そしてそ の時菰 野村 に設立 せられた高等 小学校 の組合 に入 った
のです。
明治 二十 四年七月 には各 々小山、 山 田尋常 小学校 と改称さ れ、修業年限 はまた四箇 年 とな
りま した。 同年九月、 山 田尋常 小学校 は山 田 の西端、 現在 の村役場 及び駐在 所 の地 に新築
の校舎 に移 り、大 いに面目を新 た にしま した。 そ の後 二年 して尚 一棟 を増築 し、堂 ケ山分
教 場を廃 止 しま した。 こ の時 設置さ れた補 習科 は明治 三十三年 四月 に廃 せら れ、さら に菰
野村 他九箇村 小学校組合高等 小学校 の分教 場を置く こと にな りま した。 これもそ の翌年 四
月 には廃 せられ、 小山、 山 田 の二校 は合 わさ れ て、 同時 に高等科 を設置 し小山 田尋常高等
小学校と改称 し、 五月五日之が開校式を挙げ ま した。
それより五月五日を本校 の開校記念 日と しております。
明治 四十 一年 四月 一日より義務 年限を六ケ年 に延長 せられ るよう にな って、校舎 狭 隘 のた
め、校地を買収 して新築、移転 の議 を決 し同年 十月 工を起 こし明治 四十三年 三月今 の学校
が竣 工しま した。 同時 に御真 影、奉安殿 も竣成 して当時 と しては非常 に立派な学校 とな り
ま した。
現在 の 一番南 と中 の校舎 がそれな のです。尚 そ の後大 正九年三月に校舎 一棟 （
二教室）、昭
和 二年三月にはかね て熱望 してや まな か った大講堂、近くは昭和七年七月五日校舎 一棟 （
四
教室）が増築 せら れ て誇 る べき立 派な学校 とな りま した。 そ の間 には学校 の敷 地も拡張 せ
られ、先生も十四名、児童 六百名、年 々増加 してゆくば かりです。
これが私等 の学校 です。

十一

表忠碑

僕 ら の学校 には僕 ら 日本男児 の好きな 手本 と して輝 かし い功績 を残 して潔 く戦 死あ る いは
病 死された人 々を記念す るため の表忠碑が建 って いる。
しづ れ 石を積 み重ねた台座 の上 の大 きな 一枚 石 の碑 面 には達筆 で表忠碑 の三字 と 元帥 公爵
大 山巖書 の 一行 とが刻 まれ て いる。裏 へまわ って見 ると西南 役、 日清役、 日露役 で の戦病
者名が刻 まれ て いる。 こ の表忠碑が創 め て建 てられた のは大 正十年、 丁度僕 が 六年生 のこ
ろだ った。
今 そ の当時 の様 子を思 い出すまま に書 いてみる こと にしょう。
昨 日は小山組、今 日は山 田組、明 日は堂 ケ山組 と いう よう に、何台 も の車が毎 日椿村方 面
から 石を運 ん で帰 った。 そ して間もなく こ の校 門 の前 は右 も左も沢山な 石が並 べら れた。
そ の時分 「いよ いよ学校 へ表忠碑が建 つこと に決 ったそうな」と言う ことを聞 いた。 こ の
石運び はな かな か難儀な こと で、 一台 の車 に 一つの石がや っと 一つづ つのせら れ てき て、
また難儀 を して降 ろさ れた。 こう して土台が築 かれ、 石が積 まれ、 土が運ば れ てそ の上 に
表忠碑が立 つよう にな った。
僕 ら は鐘 が鳴 って外 へ出 て行 くと、太 い木を組 ん で、 小さな 万力 の力 でじりじりじり上げ
られ て行 く大きな 石碑を不思議 そう にじ っと見 つめ て いたも のだ。
出来上が った表忠碑 には白 い布が かけら れた。や が てそ の除幕式 もす んだ。 そ の後、積 み
石 の間 にはさ つきや椿や、 一つ葉や、著莪や、 しだ類や そ の他 いろ いろ のも のが植えられ
て四季折 々の花 が咲く。殊 に春 にな ると表忠碑 を埋め尽く して咲 く櫻花 こそ武 人 の誇 りに
も似 て いかにもふさわ し い眺 め であ る。
僕 ら は風 の日も雨 の日も花 の日も登校 下校 の際 には在 りし日 の勇 士 の面影を し のび護 国 の
鬼 となられた軍人 の英霊 にしば し黙祷 を捧げ る のであ る。

十 二 矢 田監物
小山 田村 には矢 田監物が居城 を築 いて いた こと は 口碑 にも伝えら れ、 そ の城跡 と言う所も
お屋敷跡 と い って今 も監物 の妻 の墓 と伝えられ る五輪 塔と古木が存 しては いるが詳 し いこ
と は分 からな い。 こ の事を暁覺寺住職中沢見明さ んにお尋ねす ると次 のよう に語られます。
「
加富神社 記 に記さ れ て いるよう に、監物某 は丹波 の人、室 町十代 将軍 足利義晴 の臣 であ
った。 下 は上をた しな み、家 来 は主君 に叛くと いう 下克上 の乱世 にあ って、 一人足利義晴
に最後ま で忠節 を はげ んだ のは こ の監物 であ った。家 臣 のため京都を追 われ、義晴 に従 っ
て近江 に奔 り、 天文十九年 五月四 日近江穴太 山中 に於 いて主君義晴 の薨 去 に会 い、 つぶさ
に こ の世 の無常と人情 の果敢なさを感 じた。そ の後 は京都 へも上がらず、丹波 にも帰らず、
他 の主 に仕官す る ことも無 く、義晴 の菩 提を弔 い つつ、各 地 に放浪 し、終 に小山 田村 に来
た のであ る。郷 民 は こ の人格者 を迎え てこ の郷 の押 領 司と した。先ず 小山 田城 を築 いて居
城と定 めた のであ る。そして長年 の希望 であ った主君義晴 の祭 祀 のため、萬松寺を建立 し、
そ の霊碑即ち萬 松院殿 の尊 儀 を安 置 し、 十 一面観音 の木造 を本尊 とな し、 山号を長 谷山と
称 し、同時 に自家 の菩提寺 と定 めた のであ る。」
当村 に萬松寺、観音 谷と いう地名 の今尚残 って いる のはそれら の遺跡 であ る。
そ の後 の矢 田氏 は 二三代 の間、 小山 田に居城 して約 四十年間在住 して いた のであろう。 そ
して代 々矢 田監物 と いうと のこと であ るが、後 の監物喜太郎 の時 天正十 一年 正月滝 川 一益
に破 られ、相従う諸士七十余 人と共 に退散 したと言う。 こ の年豊 臣秀吉 が滝 川 一益征伐 の
ため大兵を率 いて伊勢 に入り諸道 より 一益 を攻 めた のであ るから、先 に 一益 に破ら れた監
物等 は喜 ん で秀吉軍 に参加 し、 そ の後も秀吉 に随従 して いた のであ ろう か。 天正十八年相
模 小 田原 にお いて戦 死 したと言わ れ て いる のは、秀吉 の小 田原征伐 の時 に従軍戦 死 した の
であろう。
現在 小山 田村 に矢 田 の姓が多 いのも こ の矢 田氏が久 しく居城 したと いう関係 から、村 民 の
大部分が、後世矢 田 の姓を称す るよう にな った のであろう。
因 みに、矢 田監物 の碑 は山 田西さ んま いに現存 し、庄 屋平尾 四郎 兵衛政 国 の建 てたも ので
あ る。

十三 鎌 井松 石
君 は三重 郡小山 田村 の人にして医を 以 って正業 とす る。性磊落 にして家事 を管 せず。 中年
にして本草学 を嗜 み、勝地 旧跡 の探検を好 む。 故 に毎年春夏 の交 には植物採取 のため に山
間幽 谷を跋渉 し秋冬 の交 には旧跡名 地等 を実地 に踏 査 し、 そ の来歴 を究 めるを 以 って事 と
す る。 かくす る こと殆ど四十余年研究上 の疑問 は これを伊藤圭介 、 山本 亡羊、飯 沼慾斎等
の諸氏 に質 し、種根を丹波修治、岡 田正堅等と交換 し百方研究 して以 って自ら楽あ り。
そ の図記す る所少 しと せず。今 そ の主な るも のを挙 ぐれば伊勢 風土記、 三重博物誌、本草
正訛、千草啓蒙、九重雑誌等な り。
晩年中風症 に罹 り、復研鑚 の業 に従う能 はざ るを以 って編集 の九重雑誌 は これを三重 郡役
所 に納 め （
当時親友伊東祐賢 氏本部 に宰 た るを 以 ってな り） そ の他 三重博物誌 十六巻、本
草 正訛三十 二巻、千草啓蒙 六帳 はそ の筋 の命 により て文部省 に収 めたり。時 に明治 十六年
十 一月な り。 これら は皆君が多 年研究 の結 果 にして学術界 に裨益す る所斟 からざ るを 以 っ
て翌十七年 一月、時 の文部 卿福岡孝悌 氏 より賞 詞を賜 り之 に添え て賞勲 局より銀杯 一個 を
下賜 せら る。
爾来宿痾益 々進 み遂 に明治 二十四年十 一月を以 って没 せり。享年七十七。家 に男 三子あり、
兄を勇治郎 と いう。 別居 して医を営 む。 次を留 之助と いう。多 年 小学教育 に従事 せしが明

)

治 四十四年 二月病 みて没す。季を鞆 の丞と いう。 別居 して農 桑を事 とす る。 共 に小山 田村
に住す。 君 の官命 によりて調査 に従事 した ること左 の如 し。
明治 五年 四月 澳国博覧会 に付緒物品取集御用取扱申 し付けられ る （
三重県）
同年十 一月 文部省 に於 いて地誌編纂 に付 三重県内取調を嘱託せら る 文(部省
六年 二月 鈴鹿 郡能褒 野古墳取調を命ぜら る （
神祇省）
八年 上等御雇申 し付けられ管内薬品鉱 石属取調 べを命ぜら る （
三重県）
同年十月 内国勧業博覧会御用を命ぜられ 一志 以南 志摩全国天然 人工物産取調 べを
命 せら る （
三重県）
氏 は本草学 研究 の傍ら 天保年間より明治初年 に至 るま で殆ど 五十有余年間付 近 の子

（
備考）右伝 記 は三重 郡教育会編纂 三重郡郷賢伝 による
付記

弟 （
小山、 西山、 山 田、堂 ケ山、 下河内、青 木 の子弟常 に三十名 を 下らず） を集 め て読書
算 を教授 せり。 そ の間常 に身体 を 以 って率 いしかば 里間今 にそ の徳 を仰 がざ るなく、本草
学者 と して氏を知らざ るも のあ るも手習師匠と して の氏を知らざ るも の殆どな し。

十四 花祭 り
一 昔も昔三千年 花咲き匂う春 八日
ひびき渡 って 一声 は 天にも地 にも我 一人
四月 の第 二日曜が来 ると山 田 の子供 は こんな歌を歌 いながら家 を引く のであ る。
花御堂が飾れ て いる。
二 立派な国 に生まれ出 富も位もあ りながら
一人お城を抜け出 でて 山に こもりし十 二年
歌 は楽隊と合わ せられ て愉快 に聞 こえ て来 る。
三 丸 い世界 の真 ん中 で 教え の門を打ち開き
乾け る人にふりま いた 甘露 の水 は限りなき
象 の背中 の花御堂 はゆれながら進 んで行く。
四 何年た っても変わらず に 咲 いたままな る法 の花
きれ いな 一つを胸 に挿 し 我らも負 けず に励 みます
お寺 の御門も近づ いてきた。 手に手に卍 の旗を振 りかざ して、行列 は進 む。
お寺 は人出 で い っぱ いであ る。
花祭 りは子供 にも大 人にもうれし い 一日であ る。

十五 郷土 の歌謡
子守唄
ね んね ころ いち竹馬与 一 竹をそろえ て舟 に つむ
舟 に つんだらど こま で いきや る 行 くはたんぼ の橋 の下
ね んねねんねと寝 る子はかわ い 起き て泣く子は つら にく い
こ の子泣く ので病が出た に 病な おしや れ元 の様 に

四国四国 みなめぐろ

こんな泣く子 のよう守 せんに おひまおくれよだ んなさ ん
こ の子な かんともたれ て寝 たら

朝 の寝起き はまだ大事

こ の子よう泣く全体 よなく 乳が足らんか乳離れか
守 よ子守 りよ日暮れ は大事
ね んね しなされまだ夜 は明けぬ 明けや お寺 の鐘が鳴 る
ね んね んね んね泣くと 夜鷹 がと ってぞねんねよ いよ

この子 一代まめなよう に

ね んね しなされ今 日二十五日 あす はおまえ の宮参 り
宮 へま い ったらな んと言う て拝 む

雨 は降 る降 る着物 はぬれ る かは い子は泣く 日はくれる
泣 いてくれ るな泣 か いでさ へも 身 より心がや つれ るに

茶摘歌

お茶 の小言が

お茶を摘 むなら 根茶 から摘 みや れ 根茶 は目きく 葉 もたまる
お茶師番頭さ ん 盲なら よかろ
こんで都 で ふ しなら お

のてよかろう

お茶 は摘 ん でも 茶節 は知らぬ
田植歌
五月五日に泣く子が ほしや 畦 に腰 かけ乳 のます

二百二十 日 の出穂 のよに

田植す る のもあまた の人 の 命 つなごと思 いや こそ
そろ いま したぞ良 いとんど酒が
臼す り歌
臼よまわれよ どんどとまわれ 殿 のよな べは 今宵ば か
今年 しや世がよ て 穂 に穂がさがり 路 の子草も 米がな る
臼はよき臼 白 子 の浜 の 杣 の木 の臼 音 のよさ
盆踊り の歌
盆 の十四日に踊らぬも のは ご けかや もめか親な しか

同じ阿保なら踊らんせ

そろたそろた踊子がそろた 繻 子 の帯 して浴衣き て
踊 るも阿保なら見るも阿保

踊り見 に来 て踊らぬも のは かどが狭 いか恥ず かし いか
盆が来たと て何うれ しかろ 赤 いべはな し帯 はな し
踊子が来た来た庄屋どん の門 へ しゅす の帯 して浴衣き て

お伊勢 ま いり
伊勢 は津 でも つ 津 は伊勢 でも つ 尾張名古屋 は城 でも つ
お伊勢参 りす りや 転熊 は のこせ 朝熊 かづけ でまたま いれ

はじめ てお伊勢 へ参詣 して

坂 はてるてる 鈴鹿 はくも る お いの土山雨が降 る
田舎 そだち の薮鶯が
一夜 の宿もとりかね て あちらを向 いても宿 はな し
こちらを向 いても宿 はな し 梅 の古木 に宿をとり
つぼ み枕 で花ぶとん 月星ながめ てほけき ょ読 む
め でため でたが三 つ重な り て 鶴が御門 に巣 をかけ て
それが雛 にとか いわ って

金 の銚子に黄金 の杯

十 二 の卵を産 みそろえ
親 子諸共立 つ時 にや
小判さ かな で飲 むとき は 恵 比須大黒 いや くをす る
七福 人が舞 をす る そ こで連中が繁昌す る

あとがき

)

父 の書物を整 理して いたら、 「
小山 田郷土読本稿本」と表書 のあ る冊 子 （
下書き の つづり）
が出 てきた。 ほぼ 五十年ぶ りに故郷 であ る山 田にもどり、住 むよう にな った機会 に冊子を
ひらき読 んでみた。
な つかし い情景やら、昔 のくら しぶりが彷彿と想 いお こさ れ、 しらず しらず に子供時代 に
ひきもどされた。

弘 は、平和なくら しを願 い つつ、 元気 で育ちざ かり の児童 に夢を いだき、 子供

昭和 の初期、 小山 田尋常高等 小学校 に奉職 昭(和 四年 三月から 二十 二年三月ま で し)て いた
父 ・竹内
ら の副読本 の つもりで田舎 の情景やら歴史やらをまとめ、記 したも のと思われ る。
ただ そ の後戦時体制下 の教育 にな り、 日 の目を見る ことなくおくら 入りにして いたも ので
あろう。戦争 もおわり六十年 へて、世 の中が随分変わ ったが 田舎 のよさ は い つま でも変わ
る ことなくあ りた いも のであ る。
な お、文章 は原稿 に忠実 に清書 した ので、現在 の表現とはかな り異な り読 みにく いと ころ

竹(内雅彰記

もあ るが 一応 まとめ てみた。付属と して、郷土史年表、神社、寺院 に ついてもまとめられ
てあ るが割愛 した。

