
四国出張旅行 2019年 8月 25 日(日)～29日(木) 

 

近年、四国の方々や四国と触れ合う機会が増えたので、その親交と理解度を深めたくなり、

旅の前半は岡田敏明さんに、後半は下村知範さんにお世話願い、駆け巡った。お二人にはそ

の中日・27 日（火）に徳島でバトンタッチを願ったが、それはお二人にふさわしいハプニ

ングを用意できたからだ。それはひとえに撫養の野田靖之さんのおかげだ。 

2019 年 8 月 25 日  

松山ご出身で、京都にも起点をお持ちの岡田さんがご推奨の乗り物・京都駅発 7：30発の高速

バスで出発。5時間強で松山市駅に着き、岡田さんに迎えられた。まず、四国と言えばうどんと

ばかりに、岡田さんのお宅近くの丸亀うどんで好物の昼食。 

  

その後「しまなみ海道」へ。 

 



  

道中、IKIDANE CYCLIST HOSTEL & CAFÉ SHIMANAMI・新装なったサイクリン

グ宿施設（https://shimanami.bike/）を訪ね、経営者ご夫妻を紹介された。 

  

  

 その道中で、穴太衆（あのうしゅう）の石組み、ご当地に足跡があったとの中江藤樹、

あるいは来島ドックなどが話題になった。大山積神社に立ち寄って、ご当地の銘菓神島

（みしま？）饅頭（酒饅頭）も賞味した。穴太衆は織田信長も重用しており、信長は忌

部衆の出であり、その滋賀の城作りでは森三左衛門（蘭丸兄弟の父）が関わったとも聞

https://shimanami.bike/


いている。中江藤樹は、滋賀の高島までアイトワ塾生と出掛け、その親孝行ぶりも学ん

だ。また来島ドックといえば、商社時代に坪内壽夫の活躍に胸がすく思いをしたことが

あるなど様々な思い出がよみがえったからだ。 

  「しまなみ海道」のドライブを堪能した後、因島よりフェリーで弓削島に渡り、民

宿中塚を訪ねた。そこでも岡田さんの深い配慮に感謝するところとなった。まず、ご当

地ならではの家庭料理のおもてなしを賞味。ついで、この地で繰り広げられた女性たち

の活動と、その過程での苦労のほどに触れることができた。 

  
 ひさしぶりにデビラカレイも味わえ、岡山や府中へよく出張した頃を思い出した。い

つもこの干物を買い求めて帰り、寝酒のあてにした。魚の干物では「一人酒のあて」と

して、デビラとアゴの右にでるものなし、と今も思っている。 

夕食後に､弓削島の女子たちが組織的に取り組み、完成させたという『弓削民俗誌』

を見せていただいた。単発で終わったことがいかにも残念だったが、さぞかし島の男性

たちには良き刺激になったことだろう。 

 



 この島で、母から娘へと営々と受け継がれてきた衣食住など生活の知恵として守られ

てきた文化などを古老などから聞き取り、記録する試みだった。 

さらに、岡田さんご用意の旅の計画書（私に学ばせたいとの候補先などをあげ、学ぶ

意義などを記したファイ）に触れ、頭が下がる思いがした。熟睡。 

 
 

  
 

8 月 26 日。朝の散歩。静かな港にはシドニーからやって来たヨットも係留していた。

前夜、ニュージランド（？）からたどり着いた男性が、弓削島の魅力にとり着かれ、住

み着くことになりそうだ、あるいは既に住み着いた、と言ったような話しを聴いた。そ



れだけに、海を知らずに育った私の距離感は、海の臭いや広さ、あるいはふくよかさな

どを目の当たりしておおいにぐらついた。 

 

 
 

   
 

土産に「巻き海苔」や 2 鉢の（島の）ランなどを頂き、京都での再会を期して分かれ

た。その脚で（株）しまの会社の代表取締役・村上律子さんを訪ねた。弓削島のブラン

ド越しなど多様な活動に携わる女性だ。ショップの一角にある喫茶コーナーで朝のコー

ヒーを頂きながら、しばしの語らいを楽しんだ。 



   
 

朝の弓削神社では、不思議な心境にかられることになった。古墳時代の豪族・物部氏

の氏神とのことだし、鳥居は海に向かって立っており、陰陽石にも心惹かれたからだ。 

 大山祇神社も訪れたが、全国にある山祇神社（大山祇神社）の総本社とのことで、

古事記の時空にさまよい込んだような心境にされ、さらに心惹かれるものがあった。 

 

  
 

 



   
 

 
 

因島に移動し、万田酵素を訪ねた。 

   



 

   
 

  
 

大三島では「伯方の塩」を訪ね、塩ソフトクリームを賞味した。母の郷は、撫養で製

塩に関わっていたようで、聞き覚えた当時の製塩法を思い出し、懐かしく思った。 

  



  
 

古事記の世界に浸ることからはじまり、懸命に事業に打ち込む企業の姿に心打たれて

いた矢先に、加計学園の広告塔が目に入り、情けなくなった｡税収など公的な財産が、

権力の不公正な行使で、私利に供せさせられたわけで、「一点の曇り」があっても許さ

れるべきではない事件だった。にもかかわらず、「一点の曇りもない」という狭い部分

の証言を、あたかも全体像を現す決め手かのごとくに独り歩きさせ、錯覚させた。 

 
 

 

 今治市中までの道中は、心を浄化するに十分な時間があった。宮崎タオルに近づくに

つれて胸が躍り始めた。昨年の中国旅行に加わった宮崎陽平さんと間もなく会える。彼

はあの旅行の後、父が残したという山で野良仕事に手を出した、という。 



その山で待っていると聞いていた陽平さんが戻るまで勝手知ったる事務所で待った。 

      

  
 

 タオル産地として繁栄した今治だが、このたびはその開祖と慕われる人物とその足跡

を、今治城に案内されて知り得た。 

 

  



 
 

 昼食にはうどんを所望し、行きつけの店に案内してもらった。食い逃げになったが、

松山に急がなくてはならなかった。 

 

  
 

  



松山城内には、ご当地が産んだ英雄が多々紹介されており、『坂の上の雲』を読みふ

けった半世紀前を懐かしく振り返った。その後、案内された物産店で岡田さんは宮崎タ

オルのコーナーを紹介し、その上でロシア兵墓地と山頭火終焉の地・一草庵に移動した。 

  
  

 天守閣の窓から城下町を望み、目星をつけた。まずロシア兵墓地へ、と思ったが、岡

田さんはその前に地元物産店に案内し、宮崎タオルのコーナーに導いた。 

 
 

  



 

  
 

 次いで山頭火終焉の地・一草庵を訪ねた。どうして元の庵を補修して残そうとしなか

ったのか、と残念でならなかった。 

 

  
 

   
 



 山頭火は「分け入っても 分け入っても 青い山」と詠んでおり、その道の奥深さに

惹かれたのだろう。美しい妻まで捨て、その奥深さを極めたくなったのかもしれない。

それは「人」のみに許された固有の潜在能力を発露する創造の世界だ。 

ロシア兵は、国家の都合で辺境の島国に引きつれられる身となり、母国で待つ妻や家

族、あるいは友人などから引き裂かれたわけだ。それはすぐにでも特化型ロボットで、

早晩汎用型ロボットで代替される「ヒト」の域に、権力が封じ込めた結果ではないか。 

余りにも近場に、対照的な 2 つの遺跡があった。2 つがセットで、「ヒト」が生をま

っとうする上で避け得ない分かれ道があることに気付かせる。 

 予定時間を食い込んでいたが、岡田さんのお宅に案内してもらえ、折に触れて伺って

いた夫人とお嬢さんだけでなく、その書斎も紹介していただいた。 

 

  
 

  
 

 さらに時間は押し、3 度も変更願った時刻にやっと（昨年の台湾旅行を引率願った）

古川先生のお宅にたどり着いた。 



   
 

  
 

 「あの時であれば」と、露天風呂にも誘われていた夏の日程を思い出すなど、いろい

ろあった。何よりも心に残ったのは玄関でふと目に留まった胸像だった。伺うと、瑞江

夫人の作とのこと。夕食も予約し直して誘われた黒豚の鍋がメインで、堪能した。 

  
  

この夜は、市中のホテルでくつろぎ、旅の中日である翌日に備えた。 

 



8 月 27 日。岡田さんにピックアップ願い、一路徳島を目指すことになった。とくと

くターミナルで 12:00 に下村知範さんと鈴江朋子さんと合流。昼食はうどん。そのうど

ん屋で、野田先生一行と合流し、四国大学へ、との段取りになっていた。 

道中で「オノコロ島はいずこ」などと吉野川を望みながら「国生み」の昔を偲んだ。 

 

  
 

   
 

  
 



  
 

  
 

「平成の大嘗祭と阿波からの麁服調進～日本の伝統を守り伝える～」と題して、松

重和美四国大学長（元京大副学長）の挨拶に次いで、阿波忌部氏・御殿人（みくら

かんど）三木信夫さんの講演を拝聴した。 

この機に岡田さんと下村さんに加え、忌部の出との鈴江さんを野田先生に引き合

わせたかった。大嘗祭といえば、この三木家が麻の播種から仕立てまで携わる麁服

（あらたえ）なくして取りおこない得ない、とかねてから聴いていた。そのいきさ

つをご当主から伺う機会であった。 

なんと、博学の岡田さんが、阿波忌部だけでなく、大嘗祭で不可欠といってよい

麁服が徳島でそのつど創出されることをご存知なかった。 

もちろん私も、三木信夫さんをはじめ発言者に多々未知の世界に誘われ、興味

津々の時空になった。だからだろうか、閉会後ボーっとしていた私は取材を受けた。 

 



   
 

 とても興味深い内容であったし、日本人として誇りを覚えた。それだけに、純な歴史

をいつまでも、と願わずにはおれなかった。軍国主義日本は政治利用し、国民を悪しき

方向に誘ったが、そうした卑しい画策がないように、と強く願った。 

  

   
  

この日は夕食を兼ねて、野田先生が率いる地元の関係者を交えた勉強会が催された。

忌部の歴史を掘り起こした人とみる林先生も駆けつけ、「『忌部』とは何か」から紐解い

てもらえた。忌部の傾斜地農法は昨年、阿波世界農業遺産として世界農業遺産に指定さ

れたが、この先生なくしてあり得なかったこと、と見る。 

それだけに気がかりなこともある。忌部の文化が風前の灯火となっているだけに、こ

の研究が研究に終わらず、とりわけ世界的にも稀有なこの地の傾斜地農法を活性化・普

遍化させることはできないものか、との可能性の問題である。 

世界の食料危機は目前に迫っている。農業の工業化にかまけ、目先の採算性に惑わさ

れ、こうした稀有で貴重な文化遺産を、記録だけに終わらせる文化にするのはいかにも



オシイ。日本だけでなく、この傾斜地農法を知恵をうまく活かせば、世界の耕地面積を

相当増やし得るに違いない。しかも、国生みの地と見て良さそうな歴史と文化遺産がめ

じろおしだ。どうやら、明治政府が意図的に忌部の影を薄くしたような印象も受けてい

る。それも考えようでは、ある種のブレイクの糧になりそうだ。 

 
 

   

 

 この勉強会で興味津々の紹介もあった。1 つは、新著だった。邪馬臺国の「臺」を「と」

と読ませ『やまと国とは 阿波から始まる』との一著であった。顔見知りのお一人・や

まと研究会の永井英彰さんら 3 人の共著だが、国生み伝説や、これまでの忌部の掘り起

こし、あるいは古代遺跡などからみて、とても心惹かれた。 



 
 

2 つ目は、『古事記』に見出す「令和」であった。「令」をいかに解釈すべきかが問題

になっていたが、『古事記』では「令和」と続けて用いられている。それによれば、「麗

しき令嬢の令」ではなく「命令の令」として活かされている、と見た。 

    



 



 翌日の行動予定を確認し、1 日を終えた。 

 

8 月 28 日 野田先生ご推薦の撫養（むや 母の郷であった）にあるホテルで目覚め、

野田先生一行とバローズで 8:00 に合流し再会。まず医療法人正幸会の栗原幸二先生主

宰の庵・『知足庵』を訪れた。二足歩行に移行した人類にとって、宿命ともいうべき足

の問題に取り組んでおられる。 

的確な問題点のご指摘と、その改善法もとても理解しやすく、心惹かれた。いつの日

にか妻にも面談願い、ご指導いただきたく思った。 

 

  
 

  



 いよいよ忌部の時空へと、剣山系山並みの山腹を目指した。藍は徳島の名産だが、藍

を「食」にも生かそうと実践・研究し、製品化に努める人たちを訪れた。 

 

  
 

 
 

 日本人にとって藍は、桑と双璧の生活に欠くことができなかい植物ではないか、と見

ている私は、団子や茶として振る舞われ、興味津々にされた。桑はすでに、桑茶などと

して活かされ始めており、承知していたが、藍については不案内であっただけに有難い

案内であった。わが家の庭では 2 種の藍が自生するようになっている。 



昼食は山を替え、さらに山腹を登り、農家レストラン「風和里・ふわり」を案内され

た。眼下に食材を採集した畑を望み、山並みの遠望もご馳走だ。 

 

   
 

 次いで待望の神明神社を目指すことになった。神代の時代の遺跡が散在する美馬市に

あり、山腹を縫う細い石の階段を相当のぼった先に少し開かれた地にある。 

 

 
 

 誠に不思議な様式に出くわし、ギョッとした。神明とは太陽を神格化した天照大神の

ことであり、皇祖神とされている。神明神社と名のつく神社は全国に数千社とも、ある

いは 1 万数千社もあるとも言われ、その総本山は伊勢神宮の内宮伊とされる。 

 だが丹後には元伊勢神社があり、伊勢神宮より古いと言われており、元伊勢はこの他

にも現存している。そして、今の伊勢神宮に定まるまでに随分旅をした、と見るのが妥

当だ、と聞かされて来た。 

加えて、この数年来、徳島に出かけるようになり、その前があったようだと見るよう



になった。一般社団法人阿波忌部文化研究所では、「徳島と日本各地を開いた阿波忌部」

なる冊子を編纂しており、ここぞ本家と訴えている。その神明神社にこの度訪れた。 

神代の時代は、3 万年ほど前から先住する縄文人のこの列島に、弥生人が渡来するこ

とから始まっている。その第一波が定住した地が阿波であり、その末裔が忌部であろう

と私も思うに至っている。それだけに、訪れておきたい神社であった。 

 

  
 

   
 

日本の古代に興味津々の下村さんは、とりわけ克明にこの神社のありようを収録して

いた。忌部の出だと教えられて育った様子の鈴江さんは、とても敬虔な祈りを捧げてい

た。 



 
 

   
 

 石段を下って振り返りながら、とても穏やかな気分になった。この列島に、神代の時

代にたどり着き、弥生時代を切り拓いた人たちが、今にも目の前に現れそうな錯覚に襲

われたからだ。そのような静寂と清楚な空気が一帯に満ちており、緑と香りが胸に染み

込んでくる。霊気と言えばよいのだろうか、今風にいえばパワースポットで、神代の人

たちと何かを共有し、共鳴し合えたような気分にされた。 

弥生人は縄文人と和し、今の日本人を形作ったことがＤＮＡ解析などで証明されてい

る。その最初のドラマが、ここで演じられていたとしても、何ら不思議ではない、と私

には思われた。だが、大事なことは、これからの事である。 

 そう思い直して、この日は、「分け入っても 分け入っても 青い山」を実感しなが

ら、岡田さんと下村さんの 2 台の車は次の目的地を目指した。大嘗祭で用いられた麁服

（あらたえ）に用いた麻が育てられた地を目指した。 



 
 

 神明神社総本山の大本と思われる神社から、三木家の香りと麁服の残香を求めて走り

に走ることになった。 

 

 
 

 山深いくねくねした道だった。蒸せるような樹木の香りと、その奥の不気味なほど奥

深い山並みが次々と襲ってきた。山頭火は、と思いをめぐらせずにはおれなかった。ふ

と、写真で見たその捨て置かれた夫人のことも知りたくなった。 

 



 
 

 
 

 やっとこさ、でたどり着いた。伺っていたように改装中との案内があった。 

 

 。 

 



 
 

 麻を育てた畑を後にして、ラ・フォレつるぎを目指すことになった。約束の到着時刻

を既に過ぎていた。この泊所は公営と聞いていたので、冷たい受け入れ態勢と、冷たい

料理を覚悟し始めた。だが、山道は限りなく続いた。泊所に早くたどり着きたいと願い

ながら、いよいよ岡田さんの車で岡田さんと語り合う時空が過去になると思うと 3 泊 4

日がとても短く感じられた。さらに山道をくねくねと走った。 

ラ・フォレつるぎでは管理人と女性従業員の 2 人に迎えられたが、かつて公的施設で

は体験したとがない受け入れ方をしてもらえた。暖かくてきさくだった。鍋をつつく料

理で締めたうえで、岡田さんは松山の自宅を目指して戻っていった。 

私たち 2 人は、最後に入浴者だったが急かされることなく、湯船でくつろげた。だが、

岡田さんはいつ頃自宅に戻れるのだろうかと下村さんと話し合ってしまい、2 人はとも

に早々と風呂を切り上げ、寝所に戻った。 

 

8 月 29 日。この旅の最終日が明けた。6:30 に朝食。下村さんの提案で室戸岬に回り、

空海が修行して悟りを開いたときく「御厨人窟（みくろどう）」を訪ねることになった。

ならば、途中で、平家の落人伝説がある村人が今も更新している葛（かずら）橋に立ち

寄ろう、という事になった。だから早朝の出立となった。 

まず、施設からさほど離れていない剣山円福蜜寺に立ち寄った。剣神社と並んでいる。

2 人は神仏判然令が出た頃に想いを馳せたものだがら、かなりの時間を割いてしまった。

だが、その間によいことがあった。 

 剣山円福蜜寺の境内に剣山登山口の案内があり、やや険しそうで細い山道が暗くて深

い山に吸い込まれるように続いていた。これで、やっと剣山の山腹を実感できた。これ

までに幾つもの山道を走ってきたし、88 カ所巡りの幾つもの札所を訪れて来たが、ど



の山が剣山なのかサッパリわからなかったが、これで実感した。剣山を隠すように、簡

単に踏みこませないように、88 カ所巡りが考案された、との話を聞かされた時以来さ

もありなんと思ってきたが、なぜかホッとした気分にされた。 

 

   
 

   
 

   



 蔓橋はさらに奥深いところにあった。2 か所にある、と案内にあり、手前の方の男橋

と女橋、そして野猿と名づけられた手動ケーブル型の橋を見た。が、残念ながら、隠れ

里を侵入者から守る工夫としての機能や位置づけを得心するには至らなかった。 

 

 
 

   



 
 

   
 



 
 

 
 

  



 隠れ里を後に、一路室戸岬を目指すことになった。山また山がつづき、やがて急峻な

一本道で通行止めの表示に出くわした。う回路があったあたりで予告表示があったが、

軽く見過ごしたことが災いしたわけだ。もはや引くに引けない。「なぜ（予告表示の所

で）通行止めにしておかなかったのか」と不親切を嘆きながらスピードを緩めると、ほ

どなく小旗を持った工事関係者と出くわし、事情を聴いた。 

崖崩れの補修工事のための重機が立ちはだかっている。重機を離合地に移動させる時

刻まで半時間ほどあった。焦る気持ちを押さえ、現場まで歩いた。交渉次第で融通を利

かせてもらえそうな状況ではない。やむなく崩れた崖の小石を物色しながら待った。 

次の道中でのエピソードは、松並木だった。やっと海岸沿いに出て、ホッとする間も

なく松の長い片並木に至り、これが切れたあたりから海岸線は明るくなった。 

   
 

空腹をおぼえた頃に、広々とした石ころの浜に至った。やがてポツンと小さな施設の

ごとき建物が見え、車を止め、道案内を求めて近づいた。昼食には是非ともカツオのた

たきをと思ってのことだが、そこはキンメダイの昼食も出す漁師の建物であった。次回

訪れる機会があれば是非ともと願いながら、岩だらけの海岸線をさらに車を駆った。 

 

   



 海岸には砂浜がなく、ゴロゴロした石だらけの海岸は、ついに岩だらけになった。好

天のドライブは快適だったが、海が荒れた時はさぞかし、だろう。ほどなく、赤い鳥居

が目に入った。岩に刻まれた刃物のような傷が気になった。 

 やがて「ここでしか…」と思われるところで新しい商業施設と出くわし、思ったよう

にレストランだった。地元のカツオのたたきはいかほどか、と「女房を質に入れても…」

を期待したが、「あれは初ガツオだったんだ」とガッカリ。 

 

 

 

 そばにクジラ館があった。駆け足で覗いたが、クジラの進化とこの地の人たちとクジ

ラの関りが丁寧に示されており、興味をそそられた。 

   



 
 

 



 いよいよ最後の目的地・室戸岬での「御厨人窟」見学を残すのみとなった。 

 

  
   

 
  

 



 

 
 

  
 

 海が荒れた日や、雷鳴がとどろく夜、あるいは塩しぶきが吹き付ける真冬などに想い

を馳せながら、空海の時代を偲んだ。 

帰途は、淡路島での予定を割愛し、ひたすら京都を目指すことになった。日が傾くに

つれて、樹林の上をすべっているかのような錯覚を覚えた。それは、下村さんが選んだ

モーツアルトの音量と、風を切る音が心地よくハーモニしたことが大いに関わっていそ

うだ。おかげで、神明神社でのあの一時のことが思い出されたものだ。 

 



  
 

それは、このたびの大勢の温かい人たちとの触れ合いを振り返り始めた時のことだ。

なぜか古人の息遣いを感じとったような心境になった。あの初めて目にした不思議な様

式の神域で、時空を超越したような心境にされ、まるでわが身が、縄文人ででもあるか

のような気分になった。神代の時代の、あの白い装束をまとった人たちがうろつき、話

しかけあっているような光景を覗き見ていた。 

5 つの小さな社があった。それぞれに１柱の神が祭られていたが、上の写真でいえば、

下村さんはトヨアキツヒメの、鈴江さんはアマテラスの社の前で祈っている。5 つの社

はそれぞれ、奥からトヨアキツヒメ、イザナギ、アマテラス（中央）、ニニギノミコト、

そしてクニトコタチの順に並んでいた。 

今にして思うことだが、この様式よりも古い社はどこかにあるに違いないが、それが

気になる。忌部の人たちはどこから、いつ頃渡来したのか。そして縄文人といかに溶け

合ったのか。不思議だ。それはともかく、もっと不思議なことがあった。四国の住人で

ある岡田さんが、忌部のことをまるでご存知なかったことだ。 

そういえば、山形の米沢を、幾度目かに足を運んだ折のことが思い出される。

NHK=TV で直江兼続を知り、その足跡を追った時のことだ。忌部から見れば、ごく新

しい話だが、地元の大勢の人が直江兼続を知らなかった。何度も用いたタクシーだが、

その運転手を始め、食堂の人たちも、いずれもが私と同じく「この度の大河ドラマで初

めて」知った、と口をそろえたように応えていた。 

それにしても楽しい車の旅であった。2000km も駆け巡った、と思っていたが､

1500km であった。2 重にカウントしていたところがあったことを、このレポートをま

とめる折に下村さんに教えられた。 

岡田さん、下村さん、ありがとうございました。 

 

 

 


