剣豪とフルーツの里

「我が地域（集落）の自慢」

とっておき

錦町

発刊にあたって
錦町長

森 本 完 一

緑豊かな山々と悠々と流れる球磨川、そこに心豊かな人々が暮らす
錦町では、理想のまちを築くために「人の和を大切にし
心して暮らせる町

老いても安

若人に夢と希望がもてる町」の実現を目指し、前

進を続けております。
平成２３年度、町民の皆様に「ふるさと錦町」の良さを知っていた
だくために「とっておき

我が地域（集落）の自慢」を地域の方々の

ご協力により発刊を行いましたが、短期間のうちに在庫がなくなる程
好評でしたので、この度更に内容を充実させ、増刷を行いました。
私たちの周りには、知らないあるいは気づかない「とっておき」の
場所や風景、紹介したい名人や名物、地域に根づいた文化・風習など
自慢できる地域資源がたくさんあります。
魅力ある地域をつくるためには、住民自らが地元を誇れることが大
切であり、その優れた地域資源にスポットを当てることによって、錦
町のあるいは地域（集落、行政区）の良さを再認識いただくとともに、
それらの財産を後世に伝え、今後の町づくり、地域づくりに生かして
いくことを目的としております。
本誌をご高覧いただき、さらなる町勢の発展を目指し、そして地域
の再発見、活性化にご活用いただければ幸いです。
最後になりましたが、発刊にあたりご協力をいただきました関係者
の皆様に感謝申し上げご挨拶とします。
平成２５年１０月

町
錦
剣豪とフルーツの里

町木：カシ
町鳥：ホオジロ

町花：ツクシイバラ

町民憲章
一、自然を大切にする
美しい町をつくります
一、きまりを守る
住みよい町をつくります
一、健康で
明るい町をつくります
一、文化を育む
豊かな町をつくります
一、希望と生きがいのある
楽しい町をつくります

《平成峠から町内を望む》
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第１分館
1.【

くだしの

下篠のとどろ

】

鳩胸川の下流にあり、少し行くと球磨川と合流します。サイクリングロードから近づいてい
ける所にあり、昔は夏になると飛び込む子供たちの姿も見られましたが、最近では安全面を考
慮し見る機会がほとんどありません。紅葉の季節には、バックの緑も色を変えますのでロケー
ションとしては最高で、石のベンチに座りながら見物しています。
「球磨で一番下篠のとどろ

下にゃ蛇が棲むぶく立つる」と、球磨の六調子にうたわれている

下篠のとどろは、一丸にあります。

2.【

第 1 分館（一丸）公民館内

大銀杏の樹

】

第 1 分館公民館の敷地内にある大銀杏の
樹です。公民館で遊ぶ子供たちを数十年にわ
たり見守りながらこの地にあります。十数年
前まではもう 1 本あったのですが、台風に
より倒木し、今ではこの 1 本だけになって
しまいましたが、夏の暑い日差しを和らげて
くれ、初秋には今でもたくさんの実をつけ、
黄金色の葉に変わり、夕日にあたる黄金色の
葉はキラキラと光り、幻想的な風景を見せて
くれます。
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3.【

柴立地蔵

】

5.【

この道は、国道 219 号線が開通

天下（あもい）神社

】

以下の事から、天下（あもい）

するまで、人吉へ行く唯一の道路で

神社と呼ばれています。

した。ここは険しい坂の途中なので、

「景行天皇の熊襲征伐：白髪岳

旅人達はここで一休みして、地蔵に

や狗留孫（くるそん）渓谷一帯

お参りをし花や木の枝を供えたとい

に住む熊襲 （熊本の伝説

われています。すると途端に足が軽

本の伝説 26

くなり、元気がでて旅が楽になった

53 年より）

ということです。

日

角川書店、昭和

山江村の合戦の峰から南に 2

こうして旅人達はいつもこの道を

キロほどで人吉に入るが、芦原

通るときは、柴を折り地蔵に備えた

に天子という石の小祠がありま

ので、この地蔵を「柴立地蔵」と呼

す。熊襲征伐にちなむもので、

ぶようになりました。また、歯の痛

肥薩の国境に高くそびゆる白髪

みにも良く利く地蔵で、虫歯で泣く

岳（1416 メートル）や狗留孫

子はこの地蔵に歳の数ほどの小石を供えてお祈りしたといわれています。

一帯に住んでいたという熊襲を討つために景行天皇が軍を進められ、ここで休息されたところ

この地蔵は二基の石塔が重ねて祀ってあり一基は方柱、一基は六角柱に六体の地蔵尊が刻ま

であるといわれています。

れており、もともと六地蔵塔の二基分を重ねたものです。総高 116 センチ、明応 7 年（1498

球磨郡内には芦原の天子のほかにも 12 か所の天子があり、町内には、

年）の建立銘があり六地蔵としては、郡内でも古い方です。

◆錦町一武字本別府の天子および御手洗
◆錦町木上字平良の天子神社
の２ヶ所があります。

4.【

新宮寺の大銀杏の樹

】

樹齢約 500 年の大銀杏で、幹の周りは 4
メートル程あり、今でも多くの実をつけて

6.【

第 1 分館公民館の桜並木

】

います。紅葉の季節には、赤や黄色の紅葉

毎年、春になると圧巻の風景を見せてくれます。

とのコントラストに映え、神々しい輝きで

日当たりも最高の場所ですので、一気に満開になり、

存在感を出し、落葉するとあたり一面を黄

見ているだけで幸せな気分にさせてくれます。
下を通る車両は、あまりの美しさに、スピードを

金色の絨毯にしてくれます。
多少、弱ってきておりますが、これから
も大事にしていき、後世に残していきたい

緩め眺めていきます。
花びらが落ちる様になると、前が見えないくらい
の花びらで一杯になり、1 分館の春の象徴として、

光景です。

自慢できるスポットです。
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7.【

第 1 分館夏祭り

】

9.【

平成 22 年から開催した夏祭りです。各部落長・地域サポーター・婦人部・老人会・消防団・

鳩胸川サイクリングロード

石野公園の向かい側にあり、

子供会と様々な協力を得て、自分たちで企画・構成・準備を行い、住民みんなが楽しく参加で

歩行者・自転車専用の橋として

きるような祭りです。

鳩胸川に掛かっています。

普段あいさつ程度しかしなかったのが、祭りを通して触れ合い、コミュニケーションをはか
る事により活性化しております。

】

橋の中央から下を見下ろす
と、結構な高さがあり吸い込ま

台風の影響で中止した事もありますが、来年以降も取り組んでいき、地域全体が元気でいら
れる様に、これからも続けていきたいです。

れるような雰囲気になります。
橋より下流を見渡すと鴨の群れ
が穏やかに戯れています。
国道より一段低い部分は石畳
の遊歩道になっており、散歩を
される方にはゆっくりとした時
間を過ごされております。

第２分館
10.【

荒平神社（あらひらじんじゃ） 】

文化７年（1810）の建築となって
おり、地区の繁栄を祈願し毎年１２月
にお祭りを行っています。
消防団員は毎年出初式には必勝祈
願のために参拝をしています。
場所は川岸にあり岩の上に立って
います。

8.【

無田原お堂

】

無田原地区の国道 219 号線より
北に入ったところにあるお堂で、地
元住民を見守っています。十数年前、
火事により焼失しましたが、地元住
民の手によって再建されました。

−8−
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11.【

消防用腕用ポンプ車

】

13.【

昭和 11 年 2 月に新調された、実際に使用さ

那須公充様宅横にある紅タブの大木

◆樹歴

】

350 年〜 400 年

れていた人力による「消防用腕用ポンプ」が大

◆紅タブの木

正公民館に保管されています。新調されてから

普通タブの木には雷が落ちるけど、紅タブの木には雷が落ちないのが特徴とのことですくす

７０数年を経過していますが、現在でも使用可

く伸びて今山のシンボルとなっています。

能な状態にあります。当時は、「防火」はもちろ
ん、災害に対しても「自分たちの地区は自分が
守る」という防災に対する意識も強く、このこ
とが、現在まで整備、保管されてきているので、
文化財としての価値も高いものです。

12.【

大正村工事記念碑

第３分館

】

大正村の開墾及び往還道路等の完成記念碑です。

14.【

石垣の街並みと水路

】

黒辺田野地区は、旧西村誌（村史）に相良藩の南端として、防衛上重要な地点であったと記

碑文には、
１

大正 4 年御大典記念のため、部落有財産統一立計画、大正 6 年終結

述されています。西南戦争当時、当地区を通って薩摩軍

２

大正 7 年木揚耕地組設立工事着手

が逃げて行ったとも云われており、史跡、古跡の面から

大正 12 年完了

見た黒辺田野は、甚だ重要であるとも記述されています。

３

この面積２０有町歩

大正 13 年田代往還道路延長 1,014 間（1850 ｍ）および
停車場線延長 352 間（640 ｍ）の道路開さく

この地区は、今では見ることが少なくなった石垣が、
集落のあちこちで見ることが出来ます。
また、集落には、上流の鼠川（ねずこう）から水を引

大正 14 年 3 月建設
工事記念碑は当時「木揚原」と呼ばれた原野の開墾等記念碑で、当部落民は大正 10 年より

いた水路が流れ、今でも野菜などを洗う光景を見ること
が出来ます。

移住が始まり茅原の原野を開墾
し、大正 5 年に木揚部落より独立
「大正部落」と命名、17 戸で発足

15.【

しました。大正部落（現在 63 戸）

皆越（みなごえ）さんの大椿

】

発祥の記念碑であり 90 年近くの

この椿の木は、当地区で「みなごえさん」と呼ばれている

年数を経て記念碑は苔を生やして

樹齢 100 年以上のものです。これも村史に記述があるもの

いますが、当時植栽した桜 5 本の

で、その昔、この地には「三徳院」というお寺があったと云

記念樹とともに公園を大正部落老

われています。
今では、その面影はありませんが、毎年春には大きな木に

人会の皆様で年 2 回清掃管理され

たくさんの花が咲き、地元住民の目を楽しませています。

ています。
4 月はじめには桜「老木ソメイ
ヨシノ 5 本」が色あでやかに開花
し楽しませています。
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16.【

寺原の薬師堂

】

19.【

広い境内に改築された新しい御堂があ

桃・梨の産地

】

錦町は、県内有数の桃・梨の産地であります。その中でも大鶴集落は、町内一の産地であり、

り、本堂は昭和７年１２月「上の寺」と呼

桃は町内の約３３％、梨は約２１％の面積で栽培されています。

ばれる上の高台から、現在地に移転された

桃は３月下旬から４月上旬頃に薄桃色の花をつけ（
「桃の花」は春の季語）、６月中旬から９

ものといわれ、改築されるまでは、藁葺き

月中旬にかけ、水分が多く甘い球形の果実を実らせます。（「桃の実」は秋の季語）

の三間堂でした。現在の薬師堂は、奇棟造、

梨の花期は４月頃で、葉の展開とともに５枚の白い花弁からなる花をつけ、８月上旬から

平入、間口三間、奥行二間、両脇に、間口

１２月上旬にかけて、黄褐色または黄緑色の球形の甘く果汁の多い果実を実らせます。

一間、奥行二間の下屋が付き、向拝一間の
御堂です。
堂内には、木造薬師三尊像（薬師如来と
脇侍の日光菩藩及び月光菩藩）と木造十二
神将像が祀られています。本尊の木造薬師如来像は、室町時代の作といわれ、桂材、一木造で
彫眼、彩色があり、総高７０．７㎝、像高４３．５㎝座像です。薬師如来は、来世の安らぎを求
めて祈願する「阿弥陀如来」に対して、
現世の安穏を求め、
特に病気手癒の効験のある仏として、
人々の祈願を集めています。

文責（抜粋） 錦町文化財保護委員

松岡

忠良

第４分館
17.【

ほたるの里

】

初夏の季節になると、高柱川（上大鶴から
大王原公園）周辺では、蛍が乱舞し、心休ま
る情景となります。
蛍の種類は「ゲンジボタル」で、時期は「5
月下旬〜 6 月中旬」で、時間帯は「19：30
〜 20：30 頃」です。
わが地区では、この環境を守っていくため
に住民総出で草刈り、子供会においてはゴミ

第５分館
20.【

石蔵

】

井手の口の守永慶次郎様宅にあり、昭和
初期に建てられています。大地主で、小作
人へ農地を貸出し、収穫された米を貯蔵す
る為に建築されたものです。550 〜 600
俵貯蔵が出来る作りとなっています。

拾い等の美化作業を行っています。
今後も地区の活動目標に「ほたるの里づく
り」を掲げ後世に伝えていきます。

18.【

高柱川の渓谷

】

高柱川は、球磨川支流のひとつで上大鶴地
区の中心を流れる河川です。上大鶴集落から、
さらに山の方へ進むと自然豊かな渓谷に辿り
着きます。
夏場は、地域の子供達をはじめ、多くの方

21.【

茅葺納屋

】

内山是孝様宅にあり、明治の終わりから大
正初期に五木村から移設され現在に至ってい
ます。現在は、保護の為に、トタンが被せら
れています。

が涼を求めて来られます。美しい森と水に親
しむことで心身ともにリフレッシュする事が
できます。
また、毎年春にはヤマメ稚魚の放流が行
われており、釣りが解禁される 3 月には 20 センチを超える良型のものが釣れます。
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22.【

第６分館

新八幡神社（治頼の霊社） 】

西小学校の西側にあります。祭

24.【

神は「相良治部少輔治頼」で創立

旧橘工場の大イチョウ

】

は天文１８年（１５４９年）です。

西松里の旧橘工場広場にある大銀杏。

西野村吾平に新八幡宮は天文十八

来歴は不明ですが、地元の人たちに親しまれており、毎年１１月の黄葉の時期には、夜間に

年晴広公（相良１７代）御夢相御

投光器を設置し、ライトアップを行い、青壮年部の部員数人が待機して、見物に来る人をもて

建立とあり、同廿三年社殿悉く回

なしていましたが、平成２５年にメガソーラー設置の為、伐採されました。

禄。同廿四年晴広公御願いに依り
順房公（１８代義陽公）再興。山
辺出羽国忠命により造立。治頼霊
社の最初也とあります。現在、西
村神社の飛び地境内社。
また新八幡五社共に治部少輔治
頼の御霊社とあり、郡内に五社が
創建されたことが知れます。
毎年１２月１５日には祭りを
行っており、上下井手の口の守り
神として大切に管理しています。
25.【

松里納涼祭

】

毎年８月１３日に地区青年部が中心とな
り実施しております。以前は橘工場跡地に
て行っておりましたが、平成２４年よりＪ
Ａ西支所の敷地をお借りして行っていま
す。３０年以上前から続いている行事で、
準備からステージの出しものまで住民一丸
となって行っています。今後も元気な分館
23.【

薬師堂

を維持するために続けていきたい行事のひ

】

バス停「井手の口」から国道へ出る道を５０ｍ程行くと左側にあります。薬師堂は入母屋造、

とつです。

瓦葺き、妻入です。平成５年１１月３０日に改修されました。
26.【

消毒作業

】

毎年７月に地区青年部が、全戸の庭木の消毒を行います。以前は、各戸に瓶詰した消毒液を
配布し個別に消毒していましたが、高齢者世帯も多くなった事もあり、今では毎年夏の恒例行
事となっています。今後も住民同士が協力し、住みやすい分館維持の為、続けていきます。
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第７分館
27.【

７分館建築踊り

29.【

いだ川〜くまもとホタルの里１００選

】

７分館の中福良地区にはくまもと
】

ホタルの里１００選に選ばれた「い

７分館建築踊りは、戦後間もなく女性先
輩方が今の相良村梁瀬よりその当時２円と

だ川」が流れており、今でもきれい
なホタルの乱舞が見られます。

いう金額で、建築踊りを譲り受けて、下須

この「いだ川」は付近から湧き出

建築踊りとして発足いたしました。それ以

る中福良湧水に育まれ、一帯の清掃

来、町内の各小学校、錦中学校、新宮寺の

活動も周辺住民により行われており、

本堂、遠くは球磨村告小学校の落成祝い等、

ホタルの里を守り続けています。

いろいろな祝い事、催し物に演舞してまい
りました。
最初は、下須建築踊りの名称でしたが、
会員減少で一時途絶えてしまいました。昭
和５２年７分館すべての地区が加わり、７
分館建築踊として再出発し昭和５５年に錦町の無形文化財に指定され現在に至っています。現
代の建築方法は、すべてが機械に頼る作業工程になっておりますが、昔の建築は、一つ一つの
工程がすべて人の手によって行われておりました。
７分館建築踊りは当時の建築に関する道具の一切を用いて、町長を陣頭に各作業工程を細や
かな踊りで再現したものです。今後も、踊り手の育成を図りながら伝統芸能として、後世へ伝
えていきたいと思っております。

28.【

肥後西村駅の桜並木

】

くま川鉄道肥後西村駅の西側線路沿いに桜並木が毎年花を咲かせます。下草は地域の住民の
手によって手入れされており、桜の花と同じ時期に菜の花も咲き誇り、うすピンクと黄色のコ
ントラストが楽しめます。
さらに、その中をくま川鉄道のＫＵＭＡ（１，
２）が走る姿は、車両の深緑色も引き立ち、撮

30.【

自生する川高菜（クレソン） 】

くま川鉄道肥後西村駅の近く

影スポットにもなっております。

にクレソンの自生している小川
があります。付近一帯から湧き
出る水に育まれ、毎年３月から
６月にかけておいしいクレソン
が収穫できます。
しかし、最近では根から抜き
取る悪質な方もおられますので、
茎を千切って収穫していただき
たいものです。
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第８分館
31.【

亀塚古墳

34.【

こま工房どんぐり

】

昔懐かしい球磨独楽と愛らしいこけしの製作を手
】

がける工房。

大王原にある亀塚という昔（時代不詳）この

地元で切り出される椿やエゴの木を丁寧に削りあ

地方に勢力をもっていた豪族の前方後円墳です。

げた後赤、黄、緑、黒など鮮やかな彩色が施される。

この地方は、豪族が住んでいたために、他の地

ちょんかけ独楽やけんか独楽など大小さまざまな独

方より文化が開けていたのでしょう。また、村

楽が作られています。

人達も服していたかもしれません。
明治の初期までは、この塚の２本の拝み松に
しめ縄を張って祝っていたそうです。また村民
は雨乞いに太鼓踊りをしていたそうです。
米澤氏が開墾にあたり、３尺平方位の切石の
石畳を掘り出し、刀剣類かめの破片を見出し西
小学校に保存されました。直刀２本、あぶみの一部、土器等はここから出たものです。
35.【

四つ足堂

】

四つ足堂の由来
32.【

大王三条棒踊り

殿様は武運長久祈願のため

】

年代については不明ですが、昔より秋の収穫

一武東方に鎮座する八幡神社

の感謝の意味で氏神様に奉納されてきたもので

に駒を進めていました。春の

す。
「サラバー、これから口説いてみましょう。

麗らかな日差しを背中いっぱ

肥後の熊本御前の相撲よサノサー‥」１番は

いに受けて、駿馬鹿毛の歩み

熊本御前での相撲、２番は河原での子どもの

もゆったりとしていました。

遊び、３番は部落総出で庄屋の庭で踊ったよ

これは手綱をゆっくりくれた

うです。

殿様の馬術のせいも手伝った
のでしょう。

戦後、３０年ぶりに復活したもので、それま
では旧村社である大王神社の祭りに踊られてい

境内は参道より少し低地に

たがその後途絶えていました。３０年前に踊っ

あって、遠方から見ると草が

ただけで踊り手たちも忘れかけていたのに指導者３人が１０代から３０代の若い男女を育成し

生い茂って上半身だけが見

ており、若者の集い、親睦を兼ね伝統文化を絶やしてはいけないと一生懸命頑張っています。

える状況になっていました。

１１月１８日の旧村社の祭りには毎年奉納し、西小学校の運動会前の練習にも指導にあたっ

200 ｍ位離れた所から、なだらかな傾斜の道を下りて門に入るようになっていました。一般
の人は勿論、殿様でも馬を降りて参道を進み拝禮する事になっていました。

たこともあります。

殿様はその地点に来て、下馬しようとしました。日頃物に動じない愛馬の鹿毛は何に驚いた
のか両足を高く上げました。不意をつかれた殿様は落馬せんとしましたが、そこは乗馬の名人、
33.【

くまもとふるさと食の名人

上村粹子さん

】

郷土の伝統料理について卓越した知識・経験・技術
を持たれ、伝承活動に取り組んでいるとして、平成

あぶみをふんばり手綱を締めて馬首を神社方に立て直しました。ホッとした殿様が心を抜いた
途端、馬は異常な速さで神社めがけて駆け出しました。
殿様の脳裏には清浄なるべき神社を馬足で汚す罪の大きさを直感され、必死の手綱さばきの

17 年に熊本県知事から「くまもとふるさと食の名人」

叫びが蹄々となる馬蹄と交錯して悲壮な場面を繰り広げました。殿様の努力も空しく遂に山間

として認定を受けられています。

に駆け込み境内の一隅にある満々と水をたたえた池の中に飛び込んでしまいました。

文化祭等での郷土料理の展示、小中高校等での講話
や郷土料理教室、地元産の農産物を使った料理の紹介
など、町の食文化の継承、発展に大きな役割を果たさ

このことを知った村人達が駆けつけた時には無残にも冷たくなって水面に浮かんだ馬と殿様
の日傘が淋しく池の中に揺れていました。しかし殿様の死体は発見されませんでした。
不思議な出来事に村人たちは、下馬する場所が近すぎたので、神様の怒りに触れたのだと言
い出しました。その村人の考え方は長く長く言い伝えられました。

れています。
今後も地域食文化の指南役として、ご活躍が期待さ

鼻を大きく開け、もがいていたであろう馬の死体を可哀想に思った村人達は池から引き揚げ
600 ｍの細い道をみんなで久保まで担いで来ました。ここにねんごろに埋めて祀りました。

れます。
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そうして堂宇をたてて、四足様と命名して久保の氏神様として命日には大きい鯛等供へ盛大
に祭りました。その行事は今に至るまで連綿としてつづいています。
四足様から真東にあたる東方の道路わきにその名残をとどめている古い池が竹やぶの中に静
かな水面をたたえて昔の出来事を秘めているように見えます。
12 月 18 日がその命日です。

38.【

大日堂

】

久保の上田隆宅のすぐ近くの大日堂で、この場所は昔、浜城という城があったところと伝え
られています。地区住民によって、お祀りされています。本尊は、大日如来で、脇に不動明王、
毘沙門天が安置されています。440 年前の廻月仏師の作であります。
現在では、祭りは七月の第三日曜日に地区住民によって地蔵様及び観音様と一緒にお祀りさ
れています。

36.【

大王神社

】

大王地区は古くは、西村の文化的中心であった
と考えられます。この大王神社の祭神は土地の神
です。昔はこの一帯を中心とする豪族が住んでい
て、その勢力を振っていたと考えられます。
豪族に大王の名をつけるのは、他にも例があり
ます。2 〜 3 挙げれば、木上村に荒田大王、平
河大王がありそれぞれ木上地方の豪族平河義高師
高を祀っているし、また山田村の大王、深田村の
深田大王、黒肥地の大王等も同じく平河氏の一族
を祀ってあります。この点よりみて、西村大王も
何がしの豪族を祀ったものであろうが記録に残る豪族はありません。
伝記に、應永元年（1394）清原氏元再興‥‥とあるところをみると、清原氏に関係あるの
かもしれません。また、清原氏の事ですが、清原氏は西村の神社と深い関係がある様で、久保
宇野の新宮神社を再興したのは、清原成眞であるし、彌勒（みろく）堂の再興者も清原氏の
39.【

一族であります。

庚申様

】

年代は不明ですが、昔三条部落に大火災があって寺（長安寺）や部落がほとんど焼け、庚申
堂の庚申様が焼け残った為、火の神様として住民１２戸にて庚申講として饅頭（7 個）を供え、
37.【

税所幸雄さん

地区から火災が無いようにとお参りしお祀りしています。祭りは、旧暦の 6 月 23 日です。

】

趣味を生かした輝く人生を送られています。
大王三条にお住いの「税所幸雄さん（昭和２年生）
」
は「手作り紙芝居」で子供達や高齢者と元気に楽し

地蔵様も一緒に庚申堂に安置されており、祭りは旧暦 6 月 24 日に地区住民達が毎年当番制
で、ご飯・豆・にしめ・お菓子などで接待しています。
お釈迦様は、旧暦の 4 月 8 日にお祭りします。

く交流を深めておられます。若い頃から絵を描くの
が大好きで、絵を描く事の趣味を紙芝居にしようと
考えて紙芝居を作り始められたとの事。今では民話
物、時代物、戦争物とレパートリーも多く 13 作に
なっており、情感たっぷりに伝わってきます。
人生経験豊富な税所さんは、一つの場面や人物を
細かに描写した情感溢れる紙芝居を作り多くの人を
楽しませています。税所さんの紙芝居の原点は、20 歳の頃に見た地回り芝居。その時の情景
や役者の「台詞」がイメージとしてご自身の紙芝居に生かされているとの事です。
老人会、いきいきサロン事業、小学校、保育園などに招かれ、学校では税所さんの戦争体験
などの話をされ、戦争が如何に悲惨なものだったかを平和学習として教えて頂いております。
また、サロン事業、敬老会で時代劇などの踊りも上手で、高齢者向けの福祉講演、認知症な
ど介護の話の中で明るく楽しい替え歌も得意です。
趣味が多く、腹話術もされます。
これからも、元気で続けて頂きたいものです。
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40.【

銀杏の木様

】

昔から大王地区に伝わる伝説で、銀杏の
木様として地区の人々から田園の神の木と

第９分館
42.【

東方の雨宮さん

】

して祀られている銀杏の大木があります。

一武の東方地区には、雨

ある年のこと、干ばつが続き稲も不作で

宮（あまみや）神社があり

農民達はほとほと困っており、子供達に御
飯さえ食べさせる事も出来ない日々であり

ます。
建 立 年 代 は 不 詳 で す が、
古くからこの東方地区と隣

ました。
夕暮れ時のこと、どこからともなく一人

の浜川地区の住民に守られ

のお坊さんが田園の畦に杖をついて立って

ております。農耕繁栄、疫

おりました。丁度その時、土手下より赤子

病除けの神様で、特に雨の

の泣き声が聞こえお坊さんが気付き抱き上

神として雨乞い等が昔から

げた途端に、にわかに雨雲が現れ雨が降っ

行われています。

てきたのであります。お坊さんは、赤子を

また、この地域には珍し

抱え、いずことなく立ち去ったのです。そ

い風習が残されており、旧

れから大王地区は毎年毎年豊作続きで幾年

暦 11 月初丑の日には毎年、

か経ち、お坊さんが畦に突き忘れて行かれ

神社の祭りが行われ、男衆

た杖が大木となりました。逆銀杏の為、枝

が 割 烹 着 姿 で 料 理 を 作 り、

が下を向いており実はつけません。不思議

女衆を接待します。

な事に、いつの頃か貝が大木の根元に生息
する様になり、この貝を借りて、夜泣きす
る赤子の枕にすいてやると夜泣きが止まる

43.【

下平岩の坪刈り

】

とか、また赤子の頭位の石が根元にあり、

下平岩地区では、毎年、水稲の出来を競う坪刈りが行われています。

乳の出ないお母さんは朝お米を研いだ白い

当地区には、15 戸の農家があり毎年 10 月の始めに、各農家の水田から１坪の稲を収穫し、

水を石にかけお参りするとお乳が出るとか。今でも遠方からお参りが有ります。地区の人達は

脱穀し、収量を計り順位を決めます。上位には賞品があり、その後宴会が始まります。戦前か

今尚、銀杏の木さんと崇め祀り良田が広がっている田園の守り神としております。

ら行われており、その年の収穫の感謝と翌年の豊作を祈願して行われております。

44.【
41.【

おめろく堂

東方子宝地蔵（庚申塔） 】

東方地区にあり、観音堂の横にあります。「寳□七□□／二月廿□」と刻まれた庚申塔と共に

】

小祠の中に祀られています。

460 年 前 に 再 興 さ れ た
よ う で あ り、 守 り 本 尊 は、
弥勒菩薩様である。昔から
大王地区の守り本尊として
崇め祀られており、子供な
どの病気などでよくお参り
されている。祭りは旧暦の
6 月 5 日。
地区住民によって、ご飯・
漬物・豆・お菓子などで接
待します。
現在は、錦町の文化財と
して指定されています。
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45.【

一武平岩向島共有田

】

1532 年）作である。

平岩の球磨川沿い（字向島）にあり、34

護法神としての十二神将は、く

戸で作る共有田です。機械が無い時代は、

びら、ばさら、めきら、あんちら、

夫婦揃って田植えなどの作業を行っていま

あじら、さんちら、いんだら、は

したが、現在では平岩地区の組合による機

いら、まこら、しんだら、しょう

械を借りて作業を行っています。田植えは

とら、びからがあるが、そのうち

役員のみで行いますが、草刈りなどは平岩

一体は現在不明になっています。

地区全戸で行い大事に管理しています。

戦後、薬師堂と覚井地蔵さん（別
の場所にあり）の六月堂の夏祭り
「茶立て」は、覚井地区で二人一
組で引き継ぎで取行う申し合わせ
があり、薬師堂は旧六月十一日、
地蔵尊は旧六月二十三日、夕方か
ら茶菓子、焼酎等でもてなしています。

47.【

土屋観音堂

】※相良三十三観音３１番札所

文安５年（１４４８年）に相良氏十代当主堯頼（たかより）は、多良木城主相良頼観（よりみ）
・
頼仙（よりひと）の兄弟に襲われ、ひそかに薩摩の菱刈に落ち延びました。その折、御供をし
たのが永国寺の大蟲超虎（だいちゅうちょうこ）和尚でした。
その後、堯頼の死去により、超虎は帰郷して錦町一武の樅木園に草庵を結び蟄居していたが、
後に小槙山（別称 : 一武城）の麓に一院「一乗寺（一城寺）
」を建立し菩提を弔ったと記されて
います。
また堂内には、鎌倉時代作の木造聖観音菩薩坐像が祀られていましたが盗難に遭い現在は、
同仏の複製が奉納され大切に祀られています。
一斉開帳の時期には、地元をあげて参拝客のおもてなしに努めています。

第１０分館
46.【

小川（覚井）薬師堂について

】

小川薬師堂は、錦町大字一武堀川内の傍字小川にある堂宇です。現在の堂宇は改修されて少
し小さくなっています。
堂宇の正面には薬師如来像が
安置され、その左右には、日光、
月光菩薩立像が脇侍として一体
ずつ置かれ、その他に十二神将
が配置されています。薬師如来
は人々の病を癒し、苦悩を救う
佛とあります。
上村重次著「九州相良の寺院
資料」によれば、薬師堂に安置
の薬師如来、脇侍の日光、月光
菩薩立像には、仏師「慶薫」の
銘が有り、天文元年（室町時代
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第１１分館
48.【

中忠ヶ原地蔵祭り

50.【

子供神輿

】

11 分館子供会では、毎年
】

11 月 20 日 の 一 武 八 幡 宮 例

「交通安全・家内安全」を祈願す

祭にあわせて分館内を練り歩

る中忠ヶ原「地蔵祭り」についての

く「子供神輿」を実施してい

ご説明です。集落の中央を走る県道

ます。さかのぼる事 20 数年

43 号線沿いに、高さ 55 ｃｍのお

前、上忠ヶ原地区の班行事と

地蔵さんがあります。

して始まり、その後 11 分館

毎日、優しい顔で住民の方々を見

子供会の行事として定着しま

守ってくれております。地域では、

した。

毎年 7 月 20 日前後に 1 年間の無

例祭の早朝、6 年生の児童

事を感謝し、翌年の交通安全・家内

が一武八幡宮に参拝し、2 基

安全を祈願して「地蔵祭り」を実施

の神興と共に御祓いをうけ、

しております。地域の皆さんが一同

その後二手に別れて分館内を

に集まり、楽しく融和親睦を図れる

練り歩きます。行列には 6 年

唯一の祭りとして継承され、現在に至っております。祭り会場が県道に面し、交通量も多く、

生児童だけではなく、子供会の児童とその兄弟も加わり、かなり賑やかなもので、地域住民の

少し狭いのが難点ですが、お楽しみ抽選会、カラオケ、かき氷など子供達にも人気の祭りとし

皆さんも道端まで出て来て見物され、時には「御花代」としてご祝儀を頂く場面もあり、その

て夜遅くまで賑わいます。

度に元気な声で御礼の言葉が飛び交います。

平成 9 年 2 月に、現在の位置（道路に正面向き）に鎮座されてからは、交通事故なども発

2 基の神輿は当時の保護者による手作りで、行事と共にこれからも大事に保管していきます。

生していないとの事であり、お地蔵さんのご利益に地域の皆さんの温かい心で、いつも綺麗な
花が飾られています。
お地蔵さんは解りやすい場所にあります。近くを通られたら是非、お立ち寄り下さい。

51.【

入植記念碑

】

入植記念碑は、昭和 23
年 10 月 14 日 の 栄 地 区
49.【

慰霊塔

】

への入植を記念して、栄

慰 霊 塔 は、 昭 和 30 年 4 月 30

公 民 館 の 南 側 に 昭 和 44

日に上忠ヶ原竜堀にあった元一武村

年 4 月に建立されました。

の日露戦役記念碑を西側に移し、日

入植前の栄地区は、一

露戦争、満州事変、支那事変、大東

面すすきが生い茂る原野

亜戦争の戦死者の霊を慰めるため建

で、ところどころに松林

てられました。

があったそうです。そう

錦村戦友会の尽力により、経費は

いった土地を開墾して生

村民の寄付金で賄われました。主塔

活を始めた人たちが、記

の「慰霊塔」の文字は時の県知事桜

念碑にある一武栄開拓農

井三郎の筆で、基壇の上に高くそび

業 協 同 組 合 の 組 合 員 24

え、鉄柵をめぐらしてあります。入

人でした。入植者は錦町

口の一対の石灯篭は、錦村戦友会、

に縁のある人が主でした。

水鉢は錦村役場職員一同の寄附です。

機械の無い時代に、ナタをふるって松を切り倒し、クワで木の根を掘り起し、石を拾い土を

鉄柵の内側には板石がめぐらされ、これに錦村の戦没者名と村功労者が刻まれています。毎
年、4 月には慰霊祭が行われてきました。また、周りには桜が植えられ、昭和 40 年〜昭和の
終わりの頃まで花見客で賑わいました。

耕し、全くの手作業で畑を作っていったそうです。開墾道具を持たない人には役場が道具を貸
してくれました。そのように開墾作業は困難を極めたそうです。
記念碑にある入植者のほとんどの家が定着し、さらに転入者もあり、現在は入植者の二代目・

平成になり、その桜も台風で倒れ、数本しか残っていません。慰霊塔は戦争を語り継ぐ重要
な建造物です。

三代目が跡取りとなって、新年会、春祈祷、夏祈祷など開拓当時から行事を途絶えさせること
なく続けています。
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52.【

栄地区地域の縁がわ

】

54.【

子牛のせり市（球磨家畜市場） 】

栄 地 区 は 現 在 27 世 帯、 人 口

人吉球磨に家畜市場は数ヶ所

も若者の都会への流出により減り

あったようですが、現在ではこの

104 人（Ｈ 24．１．１）
。高齢化

球磨家畜市場だけが残っています。

率 25％。高齢者がいる世帯 18

奇数月の１８日、１９日に行わ

世帯。ほとんどが栄開拓入植時か

れており、九州内だけでなく遠く

ら苦楽を共にした同胞です。

は東北地方から買い付けに来られ

このような中、高齢者 17 名、

ます。二日間で６５０頭～７００

キーパーソンも高齢者というサロ

頭がせりに掛けられ、この期間場

ンを月１回、開催しています。
「元

内は大いに賑います。

気でおらんばな。」「みんなが集ま
るとこにゃでてこんば。」お互い
声掛け誘いながら集う楽しみの定
例 会 で す。 そ し て、 平 成 17 年
12 月公民館が新築され、縁側や軒が設置されたのを機に、天気のよい時は自然に公民館に集
われます。朝９時ごろよりそれぞれに歩いて運動し、それからどちらからともなく集い、世間
話や昔話、最新情報までいろいろな話に花が咲きます。平成 23 年には、地域の人から机やい
すの寄贈もあり夏場の快適な環境もできました。時には飴やお菓子などの差し入れなどで地域
も応援します。通りがかりの人もつい「へーよいし、かたれる」地域の縁がわが栄地区にはあ
ります。

53.【

栄２号線ボーリング組合（平成 6 年 10 月 11 日設立） 】

平成 6 年は、日本各地で春から少雨傾向で、7 月から 8 月にかけては、さらに晴天の記録
的な高温の日々が続き、西日本から関東地方にかけて広い地域で渇水状態を引き起こしました。
熊本においては、特に被害が深刻で（過去 115 年の観測史上２番目の低い降水量）
、農業に
多大な被害を与えました。
栄地区においても水稲作付面積全てが、枯死等の被害を受けた為、町および国県の補助を得
て農作物干害応急対策事業を行う事になりました。ただ金額的にも大きな事業であり、組合員
についても応分の負担が生じるうえ、水も目標の量が 100％確実に出る保証が無い為、責任
と不安を抱えながらの工事開始となりました。

第１２分館
55.【

下原地蔵菩薩

】

下原地蔵菩薩は、寛永２年
（１７４９年）３月１４日、
人吉五日町石屋作右衛門の

工事内容は、ボーリングで地下 130 ｍまで掘削後、地下約 90 ｍから揚水し、その水を

作。円満柔和な僧形で、錫杖

910 ｍ先の貯水池まで埋設管で送水するというもので、
同年 9 月から約 1 ヶ月間の工事でした。

と宝珠を持っておられます。

塩ビ管の埋設工事等には、組合員も一緒に汗を流し、無事に水が出た時の喜びは格別のもので

毎年７月中旬には地蔵ま
つりを行い、子どもから高齢

した。
今でもポンプは大活躍で、この事業に

者まで交流できる地区一番

よる安定した水供給のおかげで、幸野溝

の大きな行事になっていま

が渇水状態となったとしても、水に関し

す。また、地区住民の方が花

ては不安なく農作物を作ることが出来て

をお供えし、毎朝拝まれる姿

います。

が見られます。
地区の拠りどころ下原集

◆事業費：14,116,100 円
◆負担金：
◆水

落センターに鎮座され、地区

5,416,100 円

住民に親しまれているとても大きなお地蔵様です。

量：毎分 1,520 Ｋ

◆組合人：43 人
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56.【

下原女相撲

】

58.【

桑原家住宅

】※国指定重要文化財

その歴史は古く、江戸時代の初め下

相良藩の下級武士の家と言われてお

原地区には７戸の世帯で集落を成して

り、建築年代は形式手法から江戸時代

いました。延宝から宝永にかけ球磨郡

後期の文政（１８１８～１８３０年）

南部を水田化するために「百太郎溝」

の頃とされています。

が開削されることとなり、男女問わず

熊本県南部に分布する伝統的な平屋

連日連夜溝を作りました。その仕事の

の曲屋 ( 寄棟造り乾拭き ) で、２棟を

合間に、女性たちが力比べを行って休

直角につないだようなかぎ型の建物

息時間を楽しく過ごしたことが始まり

で、主屋は「ざしき」
・
「あらけ」
・
「な

と伝えられています。

かのま」の３部屋が一列に並ぶ棟と、

福岡や八代から入植が始まり世帯数

これに鉤型につながる「だいどころ」
・

も増え、明治時代に一武小学校の移転

「どうじ（土間）
」の 2 部屋がある棟か
ら構成されています。
落成時に「下原女相撲」として初披露
されたそうです。
以来、町指定の無形文化財の伝統芸能

59.【

丸目蔵人墓

】

に指定され「下原女相撲保存会」として、

丸目蔵人佐長恵（まるめくらんどのすけながよし）

秋祭りや祝い事の席で披露してきまし

天文９年（１５４０年）～寛永６年２月７日（１６２９年）

たが、現在は６年に１度「錦町ふるさ

タイ捨流兵法の流祖。戦国時代から江戸時代初期に

と祭り」で披露しています。
また下原にお嫁に来られた女性は好

かけての武将で、肥後国（熊本県）南部の領主（後の
人吉藩藩主）であった相良氏の家臣でした。

き嫌い問わず皆この保存会に入ってい

丸目蔵人佐は、またの名を丸目石見入道徹斎藤藤原

ただいていることから、現在まで存続

長恵といい、足利将軍時代の剣聖とうたわれた京都の

できているのだと思います。

上泉伊勢守の門下でした。新陰流の奥義をきわめ、同
門四天王の一人に数えられたほどの武芸の達人でした。
丸目蔵人佐はタイ捨流という新しい剣法を編み出し、
後年同じ四天王の一人、柳生但馬守宗矩を訪ね、決闘

第１３分館
57.【

を申し込んだが、柳生但馬守宗矩は『優劣を決するこ
とは日本に二人の達人の一人を捨てることになって惜

庚申塔の復元、
無縁仏と亀石と力石

】

我々の地区を育て見守って頂

しむべきである。それよりも天下を二分し、貴殿は関
西兵法天下一、自分は関東三十三ヶ国の天下一となら

いた庚申塔の復元、無縁仏（山

ん』といってことなきを得たそうです。その後彼は、

伏）そして健康と幸を願い昔から

一武村（現錦町）に移

言い伝えられた動く石「亀石」
「力

り 住 み、 水 田 を 開 き、

石」
。

畑を耕すなど農業の指

地区の観音堂そばに「亀石」と

導者として活躍し、寛

「力石」を安置、亀石は亀の甲羅

永６年 ( １６２９) ５月

を思わせる形と模様から「動く亀

７日９０歳の生涯を終

石」と言い伝えられ大事にされて

えました。

きました。
また、「力石」は適度な重さと
持ちやすさから地区の若者達の
心身の鍛錬に用いられました。
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第１４分館
60.【

円鏡庵跡

大平山に源を発する球磨川支流の水無川上流域にある大平渓谷は「新くまもと百景」に選定
されております。夏になると平地との気温差が５℃ほどあるため、人気の避暑地となっていま
】

す。なかでも落差 15 メートルの「大平の滝」周辺は、子どもたちの絶好の遊び場です。

一武上本別府の寺村地区のほぼ中央にあり、臨済宗瑞祥寺未の庵の跡で開祖は僧安心だとい
われています。
安心は江戸時代前期の禅宗の僧であったが、実は隠れて当時禁制であった浄土真宗の教義を
広めた潜伏僧ではなかったかといわれています。真偽のほどはわかりません。しかしながら郡
内各地に３２基の石碑が安心とその弟子により建立されています。
また、境内には安心の墓もありその水受けの水は郡内各地に残るご利益のある神様のひとつ
「イボの神様」として広く知られています。
なお、寺村地区では毎年２月１日各戸輪番制で「安心
様のご供養」が行われ安心を偲んでいます。

第１５分館
62.【

彼岸講

】

我が部落に於いて毎年欠かさず行っている行事があります。
それは、
「彼岸講」と言って毎年 9 月 23 日の彼岸の日に、白髪岳の向こう側にある狗留孫
神社に、部落の当番の人たちが同行し、1 年の豊作を祈願する行事です。現在は車に同乗し、
えびの方面より遠回りして参拝するのですが、昔は大平渓谷より山を越え狗留孫神社まで歩い
て参拝に行ったそうです。この行事は昔から続いている行事でいつから行われていたのか誰も
知りません。昔は我が家から徒歩で、朝６時ごろから 1 日かがりで歩き、弁当を背負い、山道（獣
道）を歩いて行ったそうです。現在では道を知っている人はわずかです。
お参りをして、お札を世帯数分と、集落の入口 ･ 出口に災いが来ないように張るためのお札
も買い、また帰りも歩いて帰ったそうです。言葉では一言で済みますが大変だったことだろう
と思います。
その間、座の当番の家では、朝から料理を作り帰りを待つのです。
今は、少々贅沢な料理ですが、昔は鶏の汁 ･ 和え物 ･ 混ぜご飯、その様な物だったと思います。
午後 6 時部落の班ごとに当番の家に集まり、1 年の災いが無いように皆でお神酒を飲み、杯を
酌み交わすのです。参拝は来年の当番宅と、今年の当番宅が行きます。
昔、中原で火災があったそうですが、その年は参拝に行かなかった年だったとの事です。
班毎の酒盛りが少ない今では、コミュニティ的なイベントになっています。この行事を含め

61.【

大平渓谷

】

分館、部落のコミュニケーションにつなげ「彼岸講」を守り、これから子どもたちに引き継い
でいければ幸いです。

63.【

氏神社の鳥居を建造

】

一武横山にある氏神社の氏
子（14 戸）の皆様が、自らの
手で鳥居の建造を行いました。
鳥居建造の話は、三年ほど
前 か ら あ り、 平 成 23 年 11
月頃から作業を開始。
錦町南東の一武地区に位置し、1,120 ｍの高さ
を持ちます。

一武八幡宮などの鳥居を参
考にして設計し、予算は今ま

永禄 2 年 (1558 年 ) 相良義陽公から黒肥地の

でのお賽銭で賄いました。木

瀬野原の戦いで、特に功労のあった木上の地頭・窪

材は町有林の間伐材を利用し、

田越後が褒美として 5 町 3 反を与えられましたが、

それぞれが仕事の合間に皮剥

当時山を持たない木上領民に大平山を賜りたいと言

ぎ、加工、色塗りを行い完成

上し、木上の飛び地となり、現在も貴重な町の財産

しました。

として残っています。

この神社では、毎年 12 月中旬に氏神祭りが行われています。
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64.【

茅葺納屋

第１６分館

】

税所美千喜様宅の７０年ほ

66.【

ど前に建てられた茅葺納屋で

いぼとり地蔵さん

】

す。茅葺職人さんである美千

錦町一武内村地区の集落通りの一

喜様のお父様が１０年に１度

角に、いぼとり地蔵さんがあり毎日

の割合で部分的に葺き替えを

近くのおばちゃん達が掃除や水、花

されておられたそうですが、

を欠かすことなく供えておられます。

作業が大変ということで、最

いぼとり地蔵さんの話は昔からあり

近は葺き替えをされておられ

ますが、宮崎県から来られた方は顔

ないそうです。

にかわいそうなほどイボがあり、良

高木に囲まれ、家の前には

いいぼ地蔵さんがあると聞いて来ら

大平渓谷からなる新田溝があ

れ、数ヶ月後には綺麗にイボが取れ

りとても涼しく、さながら宮

たとお礼参りに来られたそうで年齢

崎駿アニメに出てくるような

の数だけ大豆を炒ってお供えすると

おもむきのある茅葺納屋です。

ご利益があると言われます。イボだ
けの地蔵さんだけではなく、ある時
には結婚式などにも出張されるぐら

65.【

新田溝

】

いにご利益のある地蔵さんです。

１５分館住民の生活用水として

この内村地区では、年に１回旧暦の６月２４日前後の日曜日に集落センターに集まって「お

又、水田面積５４．７ｈａの水田を

茶たて」が行われており、お茶たての接待は、２つの班それぞれが１年交代で担当しています。

潤し、綺麗な水を豊富に流している

場所は、道の駅から車で３分程の所にあります。この近くにも神社や相撲 ･ 力の神様もあり

水路の上流に、２ヶ所の隧道があり

ますので町民の皆様も是非来て見ませんか。

ます。上井新田水利組合が維持管理
行っており、この水路の取入れ水門
67.【

より、約１００ｍの隧道があります。

報恩講について

】

報恩講は真宗の開祖親鸞の命日に行う法会と辞書にあります。

開削等についての詳しい事はわ

ここに紹介する報恩講は、福岡県八女地方に伝わる仏事を原村（集落）に取り入れたもので、

かっておりませんが、当時は機械な

宗派に関係なく仏事として執り行っている年中行事です。

ど無く手ノミを使った人力での作業
であったと推測され、感慨深いもの

その由来は明治のころ、八女出身で原口彌市さん（原口征也さんの曾祖父）という方が八女

があり先人たちへ感謝しています。

で火災に遭いそれを機に原村に移住され、反物屋さんとして店を構え行商しながら農業経営、

肥後藩水利史によると、加藤清正

生活も安定、これからは、この地にお世話になるとの思いで八女に伝わる報恩講を是非この地

は肥後国守に命ぜられ、肥後の４大

に伝えたい、
「八女では先祖を供養しその年に亡くなった死者の追悼供養を村挙げて行ってい

河川（菊池川・白川・緑川・球磨川）

る」このことを村人に話し、皆の理解を得てここに報恩講が毎年 12 月 25 日と定め年中行事

の大改修を行い、後の細川藩時代に

として誕生したそうです。その際、水田 5 畝を村の為にと寄附され自らが小作し小作料をその

なると、加藤藩時代に手の届かな

まま報恩講の経費に充てることになったそうです。

かった、山村の水田開墾事業が行わ

報恩講当日、村は一家総出、男は庭掃除や会場の準備とお寺（坊）さんの送迎、女は餅つき

れ、球磨郡内では３００年以前より

や豆炊き、煮しめ作りと大忙し、そしてその年に亡くなられた村人の位牌を仏壇に置き先祖供

百太郎溝・幸野溝・木上溝等が堀り

養の法要が始まります。お寺の読経のもと参加者全員が焼香し法話を聞き報恩講が終わる。昼

通されています。

には全員で午前中に準備した料理で食事会、午後は一年間を振り返り楽しく酒を酌み談笑し一
日終えます。

２９３年前には上村の清願寺溝が

公会堂（公民館）に仏壇が設置されているのも、その様な法事が行われての事で、公民館に

開削される等、他でもたくさんの水
利施設が農民の手によって完成された大事業であったと記されています。
この様な事から血と汗のにじむ隧道開削があった事は、間違いないと思います。又、取り入
れ口付近には改修記念碑が建立されています。
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仏壇を置く施設は他にはないでしょう。
昭和 20 年太平洋戦争が終わり、原村と呼ばれていた部落名は「東原」「西原」と改まり報
恩講を開くにあたり、東西の部落長が講長となり 1 年おきに講を務めてきました。毎年 12 月
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25 日開催の講も年々社会の変化

69.【

下福島の地蔵様

】

に伴い、農業中心から勤め人が

福島地区の地蔵様は、消防詰所とポンプ

多くなり 12 月の日曜日に変更

倉庫の間の敷地に座って居られます。この

（その都度講長が日を決める）と

地蔵様の由来については、知る人物もおら

なるが、2010 年には西原がこ

ず詳しい事は分かりませんでしたが、地区の

の講をやめることになり、現在

諸先輩に聞きました話を紹介します。昔は、

では東原でのみ春の彼岸に春祈

公民館が今の消防詰所跡地にあり地区の行

願と一緒に開催しており、将来

事がある度に公民館に集まっていました。

とも続けたいと思います。

地区の守り神として住民が集うこの地に

一 説 に よ れ ば、 報 恩 講 は 12

建立されたのだと聞いております。誰が建

月に行うものと聞き及んでいま

立したのかは定かではありませんが地区の

すが、春の彼岸に先祖供養とし

人々は公民館に集まる度に地蔵様に参って公民館に上がっていました。

て開かれているのが現状です。

この地蔵様は、特に子供の守り神としても知られ、地区の男性が嫁をもらう時は結婚披露宴

今でも、年配の人は何事か行事があるときに仏壇に手を合わせてから座につくなど先祖を敬
う姿を見かけます。

の席（自宅）に消防団員に担がれて出向き、子宝の授かりや安産、そして嫁が逃げない様に居
座り続けて欲しい願いからと今でもこの風習は続いております。結婚した夫婦は地蔵様を元の
場所へ返す時は、守り神の御礼として後日、手製のスタイ（涎掛け）を作って奉納します。また、
子供達の夏休み中の事故も含め、あらゆる水難事故から守る神としても祀られているとも聞い

第１７分館
68.【

ております。
十五夜の日は守り神の御礼として、大きい藁草履と小さい藁草履を作り地蔵様にお神酒と一

伝承芸能「虎踊り」 】

緒に奉納します。サイズが違っているのは、地蔵様が藁草履を履いてよその地に行かない様に

人吉市井口町より伝わったとされる祝いの踊りです。
踊りは 2 部構成となっており、
●第 1 幕

道踊り・虎踊り

●第 2 幕

河合又五郎物語

との言い伝えです。
最後に、この地蔵様は「やきもちやき」とも聞いております。その為、地蔵祭りには手作り
の焼きダゴが欠かせません。焼きダゴを奉納したら大変喜ばれるそうです。

です。

いつまでも福島地区の守り神として見守り続けて欲しいと願っております。

第 1 幕の道踊り・虎踊りは、舞台となる峠の茶屋で、休憩していた侍一行が、茶屋の娘の踊り、
口上手な田楽売り、品玉使いのインチキの後、旅人から知らされた虎を退治するというものです。
第２幕は、荒木又右衛門が敵の河合又五郎を討った場面が滑稽に演じられています。
これまでの経緯として、あさぎり町免田の宣徳寺落成式（明治４３年）
、あさぎり町・坂梨医
院落成、一武八幡宮落成（昭和５年）
、
一武小学校８０周年（昭和２９年）や木上小学校落成（昭
和３０年）などの祝いの席で踊られたと伝えられています。

第１８分館
70.【

下平良天子神社

】

平良集落センターの南近くに景行天皇（12 代）を祭神とする天子神社があります。道路よ
り 30 ｍ程の参道を行くと明神鳥居が建っていてその奥に平成 15 年に新しく造り替えられた
切妻造りで妻入りの神社があります。
当地は、景行天皇が御衣の着替えをなされた所との伝えがあり、遊水池の跡もある。
例祭日は 11 月 23 日です。
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71.【

もぐら打ち

】

74.【

元来は田畑を荒らすモグラの害を防ぐために行われていた作業が五穀豊穣や家内安全を祈る
儀式となったものです。

くま川鉄道

ツクシイバラ木上駅

】

球磨川沿いのツクシイバラにち
なんで命名され、交通の要所とし

老人会の方たちが、先端にわら束をくくり付けた棒を作り、子供たちが 1 月 14 日にその棒

て利用されています。

を振り上げて掛け声を掛けながら地面をたたいて家々を回る風習が今も残ってます。

第２０分館
75.【

第１９分館
72.【

源七どんの墓（酒宴常酔禅定門・俗名源七の墓） 】

この墓は現在、一川正尚宅西側の畑地の一角に静か
に立っています。

球磨川沿岸のツクシイバラ群

】

くま川鉄道木上駅近くの球磨川沿岸にて群生しています。錦町の町花になっております。

墓 標 に よ る と、 宝 暦 3 年 10 月 23 日 没（ 西 暦
1753 年

約 260 年前）とあります。今では無縁仏。

戦時中頃までは「人吉市から」というご婦人が墓参り
に来られていました。
郷土史家

渋谷敦氏によると

戒名から察すると「源七どん」は、常に焼酎に酔い、
されど人の良い、誰にも好かれる人であったに違いな
い。木上上平良には「酒酔常楽禅定門・俗名与右衛門
の墓」があり年代も近い。おそらく、とんちの利く一
人の寺の和尚さんが、焼酎好きの「目郎の源七」「平
良の与右衛門」に、酒にちなんだ同じような戒名を付
けたのでしょう。
目郎集落では、昭和 40 年代頃まで、大正〜昭和初
73.【

平野神社

】

期生まれの集落民 4 〜 5 人で「源七どん」を偲ぶ飲

平 成 21 年 に 250 年 を 迎 え、 毎 年

み方、「源七講」なるものを行っていました。昭和の

11 月に例祭を行っており、地域住民の

終わり頃、集落の後継者で作る「目郎若者会」が「源

拠り所となっています。

七会」と名称を改め、地域活性化のため活躍しています。

76.【

イボん神さん（イボの神様） 】

昭和 40 年代の水田圃場整備前は地域に水田地帯の中央に、約 1 ａの敷地にありました。また、
その場所は「ふっどさん」と呼ばれており、榎木の巨木（直径 1.5m 〜 2m）が「ふっどさん」
の存在を明らかにしていました。その場所は、球磨盆地の中央に位置すると地域では言われて
いた。
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第２１分館

圃場整備によりその巨木は伐採さ
れ、その敷地は水田に取り込まれ、
「イ

78.【

ボん神さん」は同圃場整備地区内の北

どんどや

】

毎年 1 月 14 日に行われ、子供から大人まで大勢の

西方向に移されました。県道人吉水上

人が参加し盛り上がっている分館の行事です。

線沿い、旧ＦＫコーポレーションの向
かい側やや東方向、県道から球磨川方

当日は、昼過ぎくらいから準備を始めます。竹や木で

向へ約 50m 進んだ左手、農道沿いに

矢倉の高さは 5 メートル程度あり、燃やした時に凄い

4 個の墓標とともにあります。

迫力を感じます。また、この時に正月の飾りを燃やした
り、鏡餅を焼いたりします。そして、この鏡餅を食べる

容器に入れた水を供える、それと共

とその一年を健康に過ごせるとも言われています。

に賽銭、お米、塩、線香をあげお参り
し、水をもらって帰り、その水を毎日

どんどやの火の周りでは、バーベキューやお酒を飲み

イボにつけます。その水がなくなる頃

ながら、みんなと語り合い楽しい時間を過ごしています。

には、手の甲いっぱいに出来ていたイ
ボが治ってしまうから不思議です。またお礼参りに行かないと、治ったイボが出来てしまう。
神の力でしょうか。

77.【

荒田大王神社

】

平河右衛門義馬が、ある日のこと、白馬に
乗って黍畑の側を通っていたら突然、まむし
が飛びかかり、馬の足に食いついたそうです。
驚いた馬は暴れ出し、義高は馬から落ちて、
黍の穂先で目を痛めました。腹を立てた義高
は家来に命じて、村中のまむし狩りをさせ、

79.【

高原地区記念碑

】

高原公民館前に開拓碑があり、現在の地

遂に一匹残らず捕りつくさせました。それか

区形成を成し遂げ入植４０周年を記念し建

ら荒田大王社付近には全然まむしは見なくな

立されました。後世に残せるよう、住民に

り、また、まむしに食われた時は、荒田大王

て周辺の草刈りや掃除などを行い大切に管

社にお参りすれば効験あらたかであると言い

理しています。

伝えています。
また木上村ではそのことがあってからは、決して白馬は飼わず、白馬ばかりでなく、白牛も
白鶏も白猫も白犬も嫌い、黍も唐黍も畑に作らなくなったのだと言い伝えられています。
＊「木上村史」より抜粋
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第２２分館
80.【

岩城跡

第２３分館

】

82.【

岩 城 台 地 の 周 囲 は 約 1.5 Ｋ ｍ 高 さ は
20 ｍ程度で周囲は断崖です。

野間ふれあいセンター

】

昔ながらの陽の当たる縁側は、
隣近所の人たちがおしゃべりをし

鎌倉時代初期の豪族平川義高が居城と

た り、 子 供 た ち の 遊 ぶ 様 子 を 見

し て い ま し た。 建 長 年 間（1350） 相

守ったり、お年寄りから若い母親

良長頼と由留木西方台地で戦い負け戦と

に子育ての知恵を伝えたりするな

なって滅亡しました。

ど、いろいろな人の「ふれあい」

なぜ堅固と思われる居城岩城を出て

の場でした。

戦ったのか不審であるが、権力・領土拡

介護予防拠点施設「野間ふれあ

大の争いには、両者が一旦対峙して雌雄

いセンター」は、そんな事を目指

を決するのが常道とされていたためと思

しています。

われます。

また、野間ふれあいセンター敷

この戦場跡を「血敷原」といい、負けて

地内のグランドゴルフ場で、夏は

しりぞいた坂を「居去り坂」と称している

午後 2 時半から、冬は午後 2 時か

ので相当な激戦であったと思われます。

ら、雨の降る日以外は毎日グランドゴルフを楽しんでいます。グランドゴルフが終わると、野

平川勢が負けた理由は解る術もないが、
人数の不足と相良勢のプロに対するアマ

間ふれあいセンターで持ち寄った手作りのお茶請けでお茶飲みしながらのおしゃべりも楽しみ
です。

の平川勢の戦いではなかったかと思いま
す。その後長い年月の後、窪田越後守が岩城を居城としたことは墓が残っていることから明瞭
です。この墓が越後守の墓と解ったのは昭和 30 年過ぎのことです。頂上には、
「木本
（このもと）
神宮」がある。12 月には岩城地区・馬場地区にてお祭りがあります。

83.【

葛掛神社

】

迫・野間地区と覚井地区の一部を氏子と
する葛掛神社は迫地区の最も高い場所に鎮
座しています。言い伝えによると、鎌倉時

81.【

新宮さんの墓

】

代の承久午中（１２１９～１２１２年）に

岩城の木本神宮の手前から入ったところに

紀伊國（和歌山）の熊野速玉男神社からご

ひっそりと立っています。位牌は新宮家にあり、

神体を迎えた時に、ご神体を桂の木に掛け

４００年ほど前からあるものとのことで、大事に

て祀ったので桂掛権現と呼ばれ、後に「桂」

されています。調べられた新宮家累代では、天明

の字を「葛」に改めたといわれています。

４年（１７８４年）まではわかっている様です。

祭りには迫・野間臼太鼓踊り・羅生門踊
りを奉納し、三地区の氏子が大切に守って
いる神社です。
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84.【

迫の庚申塔

＊全国愛瓢会会員

】

＊熊本県肥後愛瓢会会員「現在会員数１００名

球磨郡には、多数の庚申塔が建てられています。迫公民館の西側にある庚申塔は高さ１．
３ｍ

（うち人吉球磨６名）」

程と小ぶりですが六角柱に笠石を載せどっしりとしています。
梵字の下に「奉庚申供養石切也敬白

「連絡先」：森永和好（迫）まで

天文三年甲午十月

廿七日」とあり、
「天文３年（１５３４年）１０月２７日に
庚申供養をしたおりに、この塔を造立した」という事で、
現在のところ郡内で最も古い庚申塔で分館としても大切に
しています。

第２４分館
85.【

迫、野間臼太鼓踊保存会

87.【

】

ごあんさん

】

この踊りの由緒については、言い伝えによ

木上山下地区の北側は小高い山になって

ると、藩主相良公武道奨励の目的を以て始め

います。集落からおとん坂という山道が続

られたと言われ、旧村に一組か二組は伝わっ

いていて途中、中ほどの所に「ごあんさん」

ているようです。

と呼ぶ石塔が祀られています。

相良家の御祝い事や、春分、祭日縁日、雨

相良家 18 代の義陽（よしひ）の生母ね

乞い等に広く行われ、一つの娯楽となってい

ねいの供養塔です。ねねいはこの地の上田

たと聞いています。以前は広く披露されてい

織部充（おりべのじょう）の娘として大永

ましたが、西洋文化の到来によって次第に衰

5 年（1525 年）生まれました。

退していきました。昭和４７年に保存会を設

ねねいは相良家 17 代の晴広（はるひろ）

立し、廃絶寸前から青年団の盛り上げにより

に見そめられ天文 13 年（1544 年）20

現在まで承継しています。近年は運動会、落

才の時に義陽を生みました。

成式、ふるさと祭りに披露し、青年団の文化祭出場の指導等を行い、この勇壮な舞踊を後世に

義陽が 12 才の時、父晴広が亡くなり後
を継ぎました。当時の相良氏は球磨郡・八

残すため努力していきたいと考えます。

代郡・葦北郡の 3 郡を支配する戦国大名で、
86.【

瓢箪工芸

八代にも城を築き人吉と八代を行き来して

】

趣味として約１０年前より瓢箪の栽培から

支配し、南に接する薩摩の島津氏と激しく

加工仕上げ迄取り組んでいます。全国の愛好

戦っていました。ねねいは若い義陽といつ

会員との製品発表会等楽しく取り組んでいま

も行動を共にしていたようです。
しかし天正 9 年（1581 年）島津氏に

す。愛好会員募集中です。

敗れ屈服し、今まで同盟を結んでいた御船
城主甲斐宗運の攻撃を命じられ出陣しまし
たが、響野原（ひびきのはら）で奇襲を受
け大敗し義陽は討ち死にしてしまいました。
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38 才でした。その時、ねねいは 57 才でした。
相良氏は、八代郡・葦北郡を失い球磨郡のみを支配する事となり、義陽の長男忠房（ただふさ）
から二男長毎（ながつね）が後を継ぎ江戸時代を迎えました。
ねねいは「内城様（うちじょうさま）
」と呼ばれて大切にされ慶長 10 年（1605 年）人吉
城で 81 才の生涯を閉じました。

１６年に亡くなられていますが、いまで
も作品は錦町西にありますゼンカイミー
ト株式会社の研修室、木上小学校、役場
会議室に飾ってあります。
また、奥様が福岡県粕屋郡の自宅にギャ

木上の人々は、ねねいを慕い供養塔を建て「ごあんさん」と呼んで現在まで 400 年にわたっ
て大切に祀ってきました。

ラリー・カフェ「ゆずりは」をオープン
され作品を展示されているそうです。

ここにお参りすると安産でおっぱいも沢山出ると昔から女性の参拝者が多かったようです。

88.【

上田家「相良義陽公神社」 】

木上山下の上田家の屋敷の一角に「相
良義陽公（よしひこう）神社」があり、

90.【

加茂神社

】

由留木地区にあります。静寂

相良家 18 代義陽公が祀られています。
相良氏は今から約 800 年前の鎌倉時代

の中に佇んでおり、より神聖な

の初めに遠江国（とうとうみのくに）現

香りがする神社です。賀茂神社

在の静岡県から人吉地方を支配する地頭

の祭神は、加茂御祖神（カモミ

として、人吉に移ってきました。

オヤノカミ）と別雷神（ワキイ

それ以来、鎌倉時代・室町時代・戦国

カヅチノカミ）でしたが、さら

時代・江戸時代と 35 代に渡って球磨郡

に太平山の恩人窪田越後を「窪

を支配してきました。

田越後守藤原長善命」として、

戦国時代には、球磨郡・八代郡・葦北
郡の三郡を支配する九州でも有数の戦国
大名で、義陽公は激動の戦国時代に生き
抜いた相良氏歴代でも特に名君の誉れ高い人でした。
この義陽公の生母が上田家の先祖、
上田織部充（うえだおりべじょう）の娘「ねねい」なのです。
天文 13 年（1544 年）に義陽公はこの上田家屋敷で生まれました。この頃の上田家は山下の
天満宮から東南東の方向に約 300 メートルのところにありました。父親は相良家 17 代晴広

三柱が祭神となっています。創
立年期は不詳です。
天文十六年（１５４７年）相
良晴広公の願により、窪田越後
が再興しました。
永禄九年（１５６６年）義陽公の願により拝殿造り替え、由留木大明神と称していましたが
明治元年賀茂神社に改めました。境内に窪田越後の顕彰碑があります。

公です。
12 才の時父親が亡くなり家督を継ぎます。母親の「ねねい」は「内城様（うちじょうさま）」
と呼ばれ、若い義陽公を家臣と共に守り立てていました。しかし天正 9 年（1581 年）義陽
公は御船城主の甲斐宗運との響野原合戦（現宇城市豊野町）で敗北し討ち死にしました。38
才でした。
ねねい・内城様はその後も長寿を保ち、戦国乱世の中を江戸時代まで相良家の安泰を見届け、
慶長 10 年（1605 年）81 才の生涯を終えました。
明治時代まで、元の上田家屋敷は残っていたようですが、大正元年（1912 年）山下地区の
耕地整理が行われたとき上田家屋敷も含まれていた為、明治 44 年に現在の上田家の屋敷内に
義陽公と内城様を祀る神社が建立されました。

89.【

画家

池田

正臣氏

】

木上十日市出身、昭和１０年出生。
人吉高校・福岡学芸大学を卒業後福岡市近郊で教職の傍ら絵を描かれていました。昭和３６
年に二科展に初入選され、その後各美術展で特選や会友賞など数多く入賞されています。平成
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91.【

お浪が池伝説

】

93.【

加茂神社境内に「お浪が池伝説」として看板が立てられています。

大区画ほ場整備事業（日記堂地区） 】

当地区は、大正元年から大正２年

＊伝説＊

に一区画１０ａで区画整備が行われ、

霧島連山の一つに大浪池と呼ばれる火口湖があります。この池の名は実は「お浪が池」がな

以来球磨地域の農業基盤整備の先進

まったもので、由留木生まれのお浪という女性の名前だと言われています。お浪は美しい少女

地として農業の近代化に大きな役割

で１６歳のとき、突然霧島に登りたいと言い出

を担ってきました。しかし、大型機

しました。そこで、父親が連れて行ったところ、

械の導入を行うには、狭い区画に加

草履を脱ぎ着物のまま池に入りだしました。す

え、水路は用排水兼用の土水路のた

ると水につかった部分から鱗が生え、父親が叫

め、乾田化が難しく、また、農道幅

んだときには、お浪はもう全身水にもぐってい

も狭く通作に支障を来すなど高生産

て、ちょっと振り向いた顔は恐ろしい蛇だった

性農業に対応できない大きな要因と

のです。以来この池を「お浪が池」と呼び、お

なっていました。

浪が履いていた草履は明治の中期までこの神社

このため、愛益者からほ場整備の

に奉納されていたとのことです。今でも錦町木

要望が沸き上がり、平成５年度に県営ほ場整備（担い手育成大区画型）事業として採択され、５ヶ

上の人が大浪池を訪ねると、風のない日でも池

年の歳月を経て平成９年度に完成しました。

はさざ波を立てて懐かしがるといいます。

この事業で１ｈａから２ｈａの大区画を創設し、道路・用水路・排水路の整備を行い、これ
を契機として担い手農家や生産組織への農地集積が促進され、生産コストが大幅に低減し、農
業経営の安定が図られています。

92.【

由留木の馬頭観音（ばとうかんのん） 】

＊事業概要

昔から立派な観音堂がありましたが、老朽化のため隣

受益面積

６８ｈａ（田）

の由留木公民館に安置されています。仏像は、木造の馬

総事業費

９８４，０００千円

頭観音菩薩の立像で総高１０６ｃｍ、像高４７ｃｍです。

工

着工

平成５年度

完工

平成９年度

祭日は、旧暦６月１８日です。観音祭りには地区の子

期

		
受益者数

供たちが全員参加し祭りを盛り上げます。畜産農家では

１２７名

お菓子などを買って子供たちに配り、大人たちと一緒に
にぎわいます。現在は畜産農家も減り、
少しさみしくなっ
ていますが、地区全体の年中行事となっています。
１０月の十五夜の晩には稲わらを持ちより、大縄をな
い綱引きをします。綱引きが終わったら、その綱で土俵をつくり、相撲大会で賑わいます。相
撲が終わると、側にある金剛塔に縄を巻き、ワラジを作って飾り奉納します。由留木の馬頭観

第２５分館
94.【

球磨ロッククローリング

】

改造４駆が、ドライバーとポインター（指示者）の協力で岩やブロックを積み上げたコース（セ

音様は、他にはない立派な観音様です。
年中行事のひとつとして観音祭りのほかに、賀茂神社の夏祭りと一緒にする一王寺神社参り
があります。昔疫病が大流行したそうで、
終戦の年にも赤痢が流行し、
子供二人が病死しました。

クション）を走破し、駆け、技術を競うロッククローリング大会です。
全国でも珍しい４輪駆動の大会で、年２回位の割合で大会が行われます。ダイナミックな迫

地区内の家を隔離病

力からファンも多く、全国各地から沢山の方々が見学に来られます。是非、錦町の方も見学に

舎にし、病気が治る

おいでください。

のを待ちました。そ
んなことがあり、以
前から疫病の神様と
して球磨村渡の一王
寺神社に各班から１
人ずつの代表４人が
参詣をすることに
なっています。
金剛塔：高さ１５８cm、巾９０cm
享保二年（１７１７年）建立
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95.【

人吉海軍航空隊之碑

】

97.【

昭和２０年（１９４５年）３月１８日、

広大な茶畑

】

深水・小枝線沿いに広大な茶畑があります。

人吉海軍航空隊は米艦載機延べ２３機の空
襲を受け、戦死者９名、格納庫全焼２棟、
兵舎大破１棟、燃料ドラム缶爆発炎上の損
害を被りました。続いて５月１４日同じく
小型機の波状攻撃によって建造物に多数の
貫通孔と滑走路に、いくつかの爆弾穴を生
じ木上村民家２戸が被災し、４名の爆死者
が出てその霊を慰めるために建立されま
した。

高ん原慰霊の碑の左側に並ぶように建立された人吉海軍航空隊之碑

98.【

庚申塔

】

太平洋戦争末期の 1944 年、川村

第２６分館
96.【

元人吉海軍航空隊飛行場隊門

（現・相良村）と錦村（現・錦町）に
かかる高原台地に「人吉海軍航空隊」
が航空要員急速養成のために開設さ

】

平岩地区の庚申塔は、相良村との境にあり墓石とともにあります。文久、天保、明和、安永、
安政、寛政など江戸時代のいろいろな年号のものがあります。

れましたが、初等練習機による訓練
もそこそこに、松根油採取のための、
松の根掘りに時間を割かれるうちに、
優勢な連合軍によって、1945 年 3
月に基地は壊滅的な攻撃を受け、7
月には閉隊しました。１５００ｍの
滑走路は戦後しばらく残され、駐留
軍の訓練に使用された後、農用空港
への転用が論議されましたが結局撤
去されて農地になりました。
「明日に生きる自主独立のたくま
しい若者をめざして」希望の正門と
して現在でも営門が残され人吉農芸
学院（１９４９年１月１日設置）矯
正教育施設の土地を耕し、心を耕し、
身心の更生の正門として果たしてい
ます。
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地
第１分館
１．下篠のとどろ
２．第１分館（一丸）公民館内 大銀杏の樹
３．柴立地蔵
４．新宮司の大銀杏の樹
５．天下（あもい）神社
６．第１分館公民館の桜並木
７．第１分館夏祭り
８．無田原お堂
９．鳩胸川サイクリングロード
第２分館
１０．荒平神社（あらひらじんじゃ）
１１．消防用腕用ポンプ車
１２．大正村工事記念碑
１３．那須公充様宅横にある紅タブの大木
第３分館
１４．石垣の街並みと水路
１５．皆越（みなごえ）さんの大椿
１６．寺原の薬師堂
第４分館
１７．ほたるの里
１８．高柱川の渓谷
１９．桃・梨の産地
第５分館
２０．石蔵
２１．茅葺納屋
２２．新八幡神社（治頼の零社）
２３．薬師堂
第６分館
２４．旧橘工場の大イチョウ
人吉市
２５．松里納涼祭
２６．消毒作業
第７分館
２７．第７分館建築踊り
２８．肥後西村駅の桜並木
２９．いだ川〜くまもとホタルの里１００選
３０．自生する川高菜（クレソン）
第８分館
３１．亀塚古墳
３２．大王三条棒踊り
３３．くまもとふるさと食の名人 上村粹子さん
３４．こま工房どんぐり
３５．四つ足堂
３６．大王神社
３７．税所幸雄さん
３８．大日堂
３９．庚申様
４０．銀杏の木様
４１．おめろく堂
第９分館
４２．東方の雨宮さん
４３．下平岩の坪刈り
４４．東方子宝地蔵（庚申塔）
４５．一武平岩向島共有田

第１０分館
４６．小川（覚井）薬師堂について
４７．土屋観音堂
第１１分館
４８．中忠ヶ原地蔵祭り
４９．慰霊塔
５０．子供神輿
５１．入植記念碑
５２．栄地区地域の縁がわ
５３．栄２号線ボーリング組合
５４．子牛のせり市（球磨家畜市場）
第１２分館
５５．下原地蔵菩薩
５６．下原女相撲
第１３分館
５７．庚申塔の復元、無縁仏と亀石と力石
５８．桑原家住宅
５９．丸目蔵人墓
第１４分館
６０．円鏡庵跡
６１．大平渓谷

図
第１９分館
７２．球磨川沿岸のツクシイバラ群
７３．平野神社
７４．くま川鉄道 ツクシイバラ木上駅
第２０分館
７５．源七どんの墓（酒宴常酔禅定門・俗名源七の墓）
７６．イボん神さん（イボの神様）
７７．荒田大王神社
第２１分館
７８．どんどや
７９．高原地区記念碑
第２２分館
８０．岩城後
８１．新宮さんの墓
第２３分館
８２．野間ふれあいセンター
８３．葛掛神社
８４．迫の庚申塔
８５．迫、野間臼太鼓踊保存会
８６．瓢箪工芸
第２４分館
８７．ごあんさん
８８．上田家「相良義陽公神社」
８９．画家 池田 正臣氏
９０．加茂神社
９１．お浪が池伝説
９２．由留木の馬頭観音
９３．大区画ほ場整備事業（日記堂地区）

あさぎり町
78/79

相良村
96

97
98

あさぎり町

75

77

82

83

87

95

88

84/85/86

76

80/81

89
72

94
90/91

74

73

93
92
71
70

68/69

45

43
66

28

5

29

30

1
2/6/7
8

27
3
20 23
21

9

38 35

40
39
41

22

47

46

67
54
62

33/37
34

50
48 49

55/56

32/36

24
25

42
44

53

26

51/52

63

64

あさぎり町

31

4
12

57

17
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第１５分館
６２．彼岸溝
６３．氏神社の鳥居を建造
６４．茅葺納屋
６５．新田溝
第１６分館
６６．いぼとり地蔵さん
６７．報恩溝について
第１７分館
６８．伝承芸能「虎踊り」
６９．下福島の地蔵様
第１８分館
７０．下平良天子神社
７１．もぐら打ち

copyright：熊本県・市町村電子自治体共同運営協議会

19

10

65

59

61

13

第２５分館
９４．球磨ロッククローリング
９５．人吉海軍航空隊之碑
第２６分館
９６．庚申塔
９７．広大な茶畑
９８．元人吉海軍航空隊飛行場隊門

18
16
14

15

人吉市

※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報（表示の有無、表示位置、範囲、形状等）については、誤差がある場合があります。
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60

58

正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先にご確認ください。

モ
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とっておき「我が地域（集落）の自慢」
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