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貝沢語りを発刊できる事に感謝こめて

昔語りクラブ部長（福寿会会長）　広瀬　勉

　この発行にあたり、今語り継がなければ何時しか忘れてしまいそうな昔話を、

ユワばあさん (享年 95歳 )の話を思い出しながら、少し持論を含みながら述べ

たいと思います。今回載せた昔話は皆、このユワばあさんから聞いたものです。

　さて、時代は縄文時代に遡り、この貝沢地は湖だったと私は思います。

　その昔、幾度となく起きた大きな地震によって、出入の向かいの山が崩壊し

堰き止められ、大木原から出入まで水で一杯になったのではないかと思われま

す。そうして出来た湖水には、食糧となる魚が豊富にいて飲み水に心配なく、

冬には野山に兎が、狐が、狸が、冬眠の熊が、食糧となる獣がたくさんいたと

思われるので、この地に縄文人が生活していたと考えています。縄文人がいた

形跡は、数多くの縄文土器や化石等古代文明の遺跡が残されていることからわ

かります。遺跡は現在の横川線の崖上一面に多く分布しており、現在も何点か

見ることができます。

　その後、堰き止められていた場所が崩壊し、湖水の水が無くなり現在の地形

が生まれたのだと思っています。湖水が減ってからも魚は豊富に採れたため、

そこから八郎伝説、岩曽権現さま伝説が生まれ、百合若藤兵エが住み、名犬コ

ハチが住民の番犬として、今の岩曽様に居たと伝えられ、今日に至っているの

だと思います。

　私は、貝沢という地名の由来についても考えてみました。貝沢には大貝沢（お

きゃざ）、貝採り場（きゃっことりば）等の地名が残っているのは、湖水だっ

た頃の遺物だと思います。よくユワばあさんも大きな貝を採った話をしており

ました。このことからもこの地には沢山の貝がおり、そこから“貝沢”という

地名が生まれたのではないかと思われます。

　まだ多く語り継がれてきた地名が在りますが、それらの追憶を皆で掘り起し

ながら、これからも語り継いで往きたいものです。
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ここに掲載する文章は全て、

高橋善二著、沢内村教育委員会発行の『沢内の民話』(1986) より

貝沢に関するものだけ抜粋し、一部修正加筆したものです。

主になった八郎

　昔、この地に八郎という若者があった。兄弟がたくさんあったが、或る夏の頃、

兄弟三人が連れたって、マダの皮はぎに山に登った。山に小屋をかけて、その

中に寝泊りをするのであった。或る日のこと、炊事当番に当たった八郎は、小

沢に下りて水を飲んでいたら、そこに、三匹のイワナが泳いでいた。八郎はこ

れをとらえて「よい魚がとれた、これで今夜三人で一杯やろう」と、ひとりご

とを言い、小屋に持ち帰ってすぐ焼きました。

　ところが、あまりよいにおいが出たので、八郎は我慢が出来なくなり「外の

二匹を兄弟に残したら食べてもよかろう。」と、まづ一匹を食べました。そう

したら其の味はとてもよかったので、一匹で満足が出来なくなり、更らに一匹、

又一匹と、遂に思わず三匹を食いつくしてしまいました。

　食べ終わるが早いか、たちまちのどがかわき始めたので、急ぎ小沢に下りて

水汲場に行き水をのみ始めたが、いくら飲んでも飲んでもまだ足りない始末。

ついに流れに伏して飲みました。その様子はまるで馬のようで、小沢の水は下

流に流れなくなりました。

　それとともに八郎の体は、見る見るはれ上って全く人間の様相でなくなりま

した。夕方兄弟が小屋に帰ったが、八郎の姿が見えない。呼べとさけべと返事

がなかったのです。

　その中に、水汲場の方でうなり声が聞こえました。二人は近づいて見ると、

これはどうした事か、八郎はものすごく大きな人間になってうなっていました。

兄弟はびっくりして肝をつぶして山をのがれ出ました。漸く山から下りた頃、

山も崩れるような恐ろしい音が聞こえました。

主になった八郎
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　よって八郎の入水した湖を八郎潟といい、タコの投身した沼をタコ潟（現在

の田沢湖であるが当地の人々は今も田子潟といっています）と呼んでいます。

後に田沢湖からとれた鱒を地方の人は木の尻鱒といいました。木の尻というの

は、薪の燃え残りのことであります。又、八郎の登った沢を八郎沢といい、そ

の沢から出てくる流れの下流落合には、この川に珍しい程小石の美しい流があ

りましたが、毎年夏の頃になると、ここに一尺足らずの太い鰻が泳いでいて、

これを取っても又どこからか一匹現れるので、里人はこれを八郎の魂だといっ

て取らなかったと言い伝えています。

　尚、昭和２０年頃、大木原で八郎屋敷と言われている処から土器が発掘され

たので、八郎は実在の人であったろうと言われました。

主になった八郎

　八郎は身も心も人間を離れた恐ろしい姿となって山深くはいっていきまし

た。そして、山又山、谷又谷を越えて幾十日かの後、秋田の西海岸まで出たら

行く先がなくなりました。大きな湖の岸に立って

　「おれは、永くこの湖に住んで主となろう。」と、その湖に飛びこみ、影が見

えなくなりました。

　兄弟の話を聞き、夫の帰りが余りにおそいので、八郎の妻タコは松明にする

薪を背負い、夜になるとこれを松明にして山を尋ね歩きました。いくら呼んで

も、さけんでも夫の返事はありません。山にこだまする自分の声ばかりでした。

　幾日か過ぎた或る日の朝がた、大きな沼の前に出ました。タコは沼の岸に立っ

て、ぼう然と眺めていましたが、何を思ったのか、まだ赤々と燃えている松明

を沼に投げこんで叫びました。

　「夫のないおれは、もはや生きる望みはない。死んで恋しい夫のもとに…」

言い終わらないうちに投身してしまいました。

主になった八郎
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下りて村に帰って来ました。

　「大丈夫だ。安心なさい。洞穴で手ごたえがあった。」と、自信ありげに行者

が言った。そこで村人たちは安堵の胸をなでおろし、喜びの祝いは夜を通して

にぎやかでありました。

　そこから幾年が過ぎた後のことでありました。貝沢部落に、甚五郎※１という

白痴な若者がありました。家族の人たちは、いつもその愚鈍なことを悲しく思っ

ていましたが、丁度旅の占い者が来たのでこの事を聞いてみました。ところが

占い者の言うことは、

　「大八郎の峯にある大木の洞穴に、岩曽権現様が在すから、これを大事に祀

るべし。」とのお告げがありましたので、家族の人たちが山に登って方方を尋

ね廻り、漸く大古木に洞穴のあるのを見つけて中を覗いて見たら、果して一体

の蛇の御神体がありました。

　家人は、この御神体を大事に持ち帰って一宇の堂を建てて祀りました。これ

が今に残る岩曽権現堂の起源であります。

　其の後、甚五郎も常人になって一生を終わったということであります。

岩曽権現さま

※１　甚五郎とは、甚十郎の祖先の一人と推察されています。

岩曽権現さま

　大昔から八郎沢に大蛇がいた。「テントジ」という大蛇が住んでいるという

言い伝えがありました。それでも里人たちは、誰ひとりその姿を見た人はなかっ

たのです。

　或る夏の始めのことでありました。一人の行者が水無野の道を通る時、遠く

大木原の大八郎の峯に怪しいものの眼光を認めたのでした。行者はこのことを

貝沢部落に行って話したので、貝沢と大木原の部落民は大さわぎとなりました。

  ｢ かねてから古老から聞いていたテントジが、いよいよ現れたのだ。われわ

れは、一体どうなるだろう。｣ と、なすすべを知らない村人はその行者を中に

して、あわてふためくのみでした。本当に沢内では、万次ヶ沢の化物以来の大

騒ぎであったでしょう。この時、行者は心に深くきめていることがあるらしく、

焦った村人に向っていいました。

　「皆さん、驚きなさるな。この事は、わたしにまかせてくれろ。」

　村人たちは、これを聞いて手を合わせて拝み、頼みました。

　「それでは、わたしの言うことを聞いてくれ。この部落全戸がもれなく門口

に手桶に一杯ずつ水を用意して置いてくれろ。わたしは神の力によって、その

大蛇を退治してやろう。」こういった行者はその夜はそのまま部落に泊まりま

した。

　翌朝、どこの門口にも新しい手桶に水が用意されてありました。行者は、白

装束に藁つとを背って各戸の門口になる水を頭からかぶって身を清め呪文をと

なえながら山深くはいりました。村人たちは、どうなることかと終日、大八郎

の峯を仰ぎ見るのみでした。

　大八郎の峯に登った行者は、漸く大木に大きな洞穴のあるのを見とどけ、用

意して来た藁つとを、その穴口にさし込み、

　「岩曽大明神と称え奉る。」と、叫べ山にとどろく呪文をとなえて無事に山を

岩曽権現さま
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　コハチは、雨のあした、風の夕べ、夜となく昼となく、番犬の役を忠実につ

とめたので、佐竹氏の館は常に安泰であったので、名犬コハチの名は後世まで

伝わりました。

　後にコハチは、老衰のため死んだので、その松の根元に葬り、いつまでも館

を守るように祈念したといわれています。里人はコハチの葬られた森をコハチ

森とよんで今に至っています。

名犬コハチ

　貝沢部落の左側に小高い丘陵性の峯が見えます。昔は館のあったところであ

ります。三河の国から落ちのびて来た、佐竹右京太夫の居った館でありました。

　佐竹氏は右京大夫の子、右京介の代を経て右京介孝の時代に土着して、岩井

家の祖となりました。

　この佐竹氏の最盛期である右京介の頃であります。館から南方へ二三町離れ

た処に、こんもりとした森があって、その頂上に大きな松の木がありました。

いつもこの松の下に、恐ろしく大きい、そして耳の立った犬が一匹つながれて

いました。この犬がコハチというのでした。

　コハチは、いつもこの森の上から遠くまで見張りをしていて、大志田方面か

ら来る人間の姿を見つけると、大きな声でほえました。

　コハチの吠える声は、地ひびきがしたと言われましたから、きっと狼でなかっ

たかと思われます。犬は天を仰いでほえ、狼は地に向ってほえるといわれてい

ますから、そう考えられます。

名犬コハチ
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信号をとったといいます。すなわち煙が一ヶ所からのぼった時は、今夜は仕事

がうまくないとか、二ヶ所からのぼった時は、はっきりしないとか、又三ヶ所

からのぼった時は、大丈夫だ安心してかかれといった様な信号であったという。

しかしながら当時の部落民には、そのような信号をして連絡をとっていたこと

は分る由はなかったのです。

　藤兵エの子分になって働いた者が、後日になって語ったということに、

　「泥ぼうを働くには、夜道であっても急ぐ脚の早さは、腹にすげ笠をあてて、

それが落ちない位の速足で歩かないと落第だ。一夜の中に十五里や二十里位を

往復するのはふだんのことだった。」と自慢らしくいったということです。

　藤兵エと弾亟は、小倉の白円に往復する時は馬に乗って、貝沢の東南にあた

る峯を越えるのであった。ある時のこと、二人はいつものように夜道を馬で山

越えをしたら、この頂上にさしかかった時、前になった藤兵エの馬が木の根に

つまづいて左前脚を折り、一声高くいなないて峯からころがり落ち、寝木に頸

をはさんで死んでしまいました。

百合若藤兵エとその一味

　藤兵エという泥ぼうは貝沢の上の野を根城に、弾亟（だんじょう）は高下の

水上沢を根拠として泥ぼうを働いていました。

　この両人は、互に協力して、常に岩手郡の御所、雫石、南畑や、稗貫郡の豊沢、

湯口をまたにかけ遠くは盛岡や秋田の方面まで山を越えて、略奪に出かけてい

ました。

　又、小倉（おくら）には白円（びゃくえん）という女泥ぼうが住んで居て、

大きな仕事をする時には、いつもこの三人が力を合わせて働いたといわれます。

百合若藤兵エとその一味

　小倉という処は、川舟から東の方の山にはいる中山街道沿線、湯の沢の奥で、

稗貫郡豊沢との郡境にある小倉山（標高八五〇米）のことで、白円はこの高い

所に居を占めて、常に藤兵エや弾亟と緊密な連絡をとり、たき火の煙の様子で
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から芋石

　昔、貝沢の水無野にまずしい一軒家がありました。たまにここを通る人たち

は、一休みをする腰かけ茶屋でもあったのです。この家には年のころ七十才位

になる白髪のお婆さんが居りました。

　或る年の秋の末頃のことでありました。おばあさんが家の前で、から芋をほっ

ていると一人の六部（六坊とも呼んでいた）が通りかかりました。人家の稀な

処なので、人なつかしく思った六部は、おばあさんの仕事をしているそばへ来

ました。

　「ばあさん、何してござる。」と、呼びかけたが、もとより欲ばりばあさんの

ことだから、芋をくれろとでも言われると思ったでしょう、見むきもしないで、

　「石いも、石いも」といって掘りつづけていました。

百合若藤兵エとその一味

　それからこの沢を「死の沢」といい、馬が脚を折っていなないた峯を「駒泣

かせ※２」と名づけました。

　又、馬のころがり落ちた場所をば「馬ころばし」といって今に伝えています。

　藤兵エは自ら姓を、百合若（ゆりわか）と名のっていましたので、百合若藤

兵エの名は、何部と佐竹の両藩に知れ渡っていました。老後、彼はその地で死

んだが、上の野にある藤兵エ塚というのがその墓地であると伝えられています。

　弾亟もまた、高下の水上沢の住家で往生してそこに葬られました。今も弾亟

墓という地名が残っていますが、はっきりした場所はわからないようです。

※２　現在の水無川の支流のことです。
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旧家と内神

　貝沢に御門（みかど）という旧家があります。当主は岩井貞一であるが、そ

の先祖は、佐竹右京大夫といい、天正の末頃三河の国からの落人といわれ、こ

の地に住居を構えていました。当時は和賀氏の危急な頃なので、いちはやく小

田島包明に召し抱えられ、天正十八年には主従が和賀又二郎義忠の伴して秋田

の仙北まで出陣したといわれます。

　文禄の始めに、包明の死により沢内の奥地を堅めるため、現在の地蔵森に館

を造り此処に移りました。これがいわゆる右京館であります。

　和賀氏が亡んだ後、佐竹氏は右京大夫、右京介を経て介孝の時代に、弓馬を

捨てて農家となり、屋号を御門といったといわれます。

　この家の創建とともに、屋敷内に山祇神社が祀られ、館の跡には延命地蔵尊

が祀られました。ふつうは子安地蔵尊といい、お産の神として縁日には村内は

もちろんのこと、遠く岩手郡や秋田方面からまで参詣人がありました。

　妊婦は、あえぎあえぎ曲がりを数えて登るが、山を下るときの数とはどうし

てもあわないといわれています。お参りの時、地蔵尊の腹帯が切れたように見

えると、その妊婦がお産の時命にかかるといわれているので恐るおそる拝み申

すそうです。

　この地蔵尊は、稗貫郡石鳥谷町の松林寺地蔵尊の妹尊で、三番目は雫石地蔵

尊であるといわれています。言い伝えによると、一本の木で三体の像を刻み、

元は松林寺、中は貝沢、次は雫石に安置されたものだといわれます。

　幕末の頃、地蔵森に野火がはいって、頂上まで焼野ヶ原ならぬ焼山となった

ことがありましたが、蔵尊像は幸い類焼を免れて、別当の岩井家に移されまし

た。そして二、三年の間御堂を建てないでそのまま祀っていました。

　これまで此の地域では、お産で死んだという例は殆んどなかったのが、その

頃になって非常にお産が荒くなって、婦人たちは妊娠することを恐怖するよう

　六部は、なおも言葉をつづけて

　「ばあさんや、のどが乾いでしょうがないからお水を一ぱい下さいや。」とい

いました。おばあさんは、うるさそうな顔をして、どっこいしょと、腰をのば

しましたが、家の軒下を指さして、

　「水ならそら、そこの手桶けに一ぱいあるから勝手に飲んでござれ。」と、いっ

て又も芋掘りをつづけていました。

　人のよさそうな六部は、すぐさま手桶から水をくんで飲んでいましたが、そ

れは米か食器を洗ったすて水であったのです。

　「どうもごちそうさまでした。」といって六部はそのまま、どこかへたち去っ

てしまいました。

　ところが、不思議なことが起ったのです。六部の姿が見えなくなったと思う

と、掘り出すから芋は、どれもこれも石ころになってしまいました。

　おばあさんのあきれた顔は、見る見るうちに馬の顔になってしまいました。

そして今まで、山の奥から、さらさらと流れて来た小川の水は急に止って川底

は乾いてしまいました。それは、沢の出口まで流れて来た水が、此処で土の中

にしみこんでしまって、下流には少しも流れなくなってしまいました。

　現在でも水無野に行くと、から芋に似た石ころが、ごろごろとあり、小川の

水は沢口で土中にしみこんで下流に流れないので、この辺一帯を水無野と呼ぶ

ようになったということです。

から芋石
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になりました。事実その通り妊婦がなんの故障もなく出産した者が稀であると

いう程でありました。

　思案の余り村人たちは、寄りより相談をして、神おろしという神様のお告げ

を聞くことになりました。

　「子安地蔵尊を元の境内に宮居を再建してかえせば、安産することは間ちが

いない。」とそれならありがたいことであると、愛妻のために進んで奉仕する

者が多く、たちまち小さな祠を右京館に再建して、運営の祭典を盛んに執り行

いました。

　それから再びこの地方には、お産で難儀する者がなくなって今に至っている

と伝えています。

旧家と内神

　貝沢では、より良い地域を作っていくため、歴史や伝承を語り継ぐ“昔

かたりクラブ”と、様々な行事を開催する“おもしろクラブ”を組織し、

活動してきました。

　今回、昔語りクラブの活動のひとつとして、貝沢の歴史や文化などを

まとめた冊子をつくることとなり、編集会議を重ねてきました。

　題材ごとに号をわけ、まず第１号として貝沢の各地に点在する神社の

由来などをまとめた「神社史」を、第２号として貝沢の昔話をまとめた「む

かしばなし」を発行しました。今回はその第２号をお届けしました。掲

載した文章は全て、高橋善二著、沢内村教育委員会発行の『沢内の民話』

(1986) より貝沢に関するものだけ抜粋し、一部修正加筆したものです。

　今後、題材を変えて３号、４号と発行していく予定ですので、ご意見

やご感想などもお待ちしています。

　この冊子が、貝沢の魅力ある文化や伝承を後世に引き継ぐ一助となれ

ること、また、ここから新たな話題や活動などが生まれることを願って

います。

貝沢語り 第二号 ～むかしばなし～
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