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尊徳託念館の家内板尊徳の誕生地栢・Lを歩く

上の写真は 'J 田ヽ急線栢山駅前の 「二宮尊徳遺跡案内板Jで す。

高さ横とも2rnほどの大きなものですが 上に酒匂川下に仙了川が

左dbか ら右(南)へ流れています。左上の人物は 尊徳記念館の生

家前に建っている 「尊徳回村の像」の絵です.

生家をはじめ 油菜栽培地跡 捨苗栽培地跡 松苗を植えた坂

口堤 道仙医師の村田医院 総本家跡 弟三郎左衛P3家 叔父万兵衛

家 菩提寺善栄寺 曽比の報徳堀などの遺跡が示されています。

しかし これらは一般によく知られている所、今回は少し違っ

た視点から 日についたものをカメラに収めてみました。



◇小日急線富水駅前の二宮尊衡遺跡案内板 ◇忘れられた凛議二つ

表lF・の栢山駅前のものとそっくりですが 方角

が逆になっております。右下の ,の向きも逆にな

っておりますが ■徳の生家や尊徳記念館までの

距離lkm 所要時間約15分はどちらも向じです。

でも 実際は富水駅からの方が若干近いです。

◇油菜栽培地跡の碑 (写真下)

■徳記念館の西方約300mの所を北から南へ流れ

る仙了りU幅 約14～5m)の左岸上に建つています。

この辺りで 少年金次郎が自分の灯油を得よう

と ―握りの菜相を蒔き 翌年?～8升の菜種を収

種し 「績小為大」の理を悟ったという逸話の所。

最近は護岸工事もすつかり終って すく脇に1ま

「あぶらな|ぎじ」という立派な橋も架かりました。

写真の左側の碑は昭和2年に桜井村報徳少年団が

建てたもの。標柱と説明板は小田辱

"教

育委員会

が建てたもの。後方(西方 こヽ雪を戴いた富士山

石碑の脇に小さく遠く盛り上がっているのが金時

山 左方に大きく見えるのは箱根外輪山の明神岳

で 左方看板の向こう辺りが三竹 矢佐芝山です。

左上 小田急線宮水駅の検で少々痛んで哀れっ

はいですが ずつと以前から立っている標識。

ち上は ■徳記念館の裏通りに 0っ そり立っ

ている 「二宮先生誕生地通路」と刻まれた石の柱。

高さは約2mで 約20crr角 横には 「大正4年11月

建之」と刻まれています。もう90年も前からここ

に立っているわけですが 音はこの道が4o山村を

南北に■く往選だつたのです。岡田良―郎も御木

本幸きも留岡幸助もここを曲がったわけです。

◇広町まなび通りの標柱

尊徳記念館や

尊徳の生家から

県道を北の方ヘ

4～500m行 った

交 差 点 を左 折

し 中学校へ向

かう道路に立っ

ている道路標識。

ボールの先端に 「員薪読書の少年金次郎」の絵。

そして よくそ名付けた 「まなび通り」の名オし。



◇単徳の墓に大書提塔建立 左面 積小為大 小を積んで大となす ―曰に

一字ずつ習えば一年に 365字 となるそこの小

僧 (筆者注 尊徳少年時の作と伝えられる)

も面 分度推議 分度と|ま天分の度合いというこ

と 収入に見合った一定の基準を設け 入る

を計つて出るを制す。 推譲とは 分度によ

って生した余剰を 世の中のため 人のため

に譲る。

と 報徳の基本理念が●いてあります。

0楢井儀左衛門 (補邊)

「友の会だより」第68号で 酒匂村0トロ原)の

「二宮先生之F5人酒井儀左衛P3の菫」について記し

ました。その中で 「彼の名前ガウ]口ヽ原報徳社関係

資料の明治29年から見られなくなる」と記しまし

た。それもその筈

彼は同29年から

“岡県の各地で講話

巡回していたので

す。その功に対す

る感謝状がありま

した。以下原文の

まま記します。

善栄寺の尊徳の墓に

150回 忌之辰苦提塔が建

ちました。毎年の報徳学

園の修学旅行団と一般参

祥者の浄財に 住職の栄

宏道師が上乗せして建て

たのだそうです。

高さ|ま約32mの 1¨m角

正面はr _円 融合 誠明院功替報徳中正居士

背面に梵字 観音妙智力能救世問苦 平成17年10月20日 推譲金にて建立

0『 留岡幸助』日配から

著名な社会事業家留岡幸助|ま大変な報徳信華者

で 明治期に尊徳ゆかりの地や人物を訪ねて聞き

取り取材をした 「留岡幸助日8己」は 後の尊徳研

究者らに多くの資料を提供してくれています。

向●の第二巻412ベージの三 「二宮翁事跡探訪」

硼 治38年 1月)と いう項に 「二見初右衛P5氏談」

という記事があります。

この二見初も衛P3は尊徳高弟の箱根湯本の福住

正兄の三男で 酒匂村 (小田原市)の 二見家に入

った人です。留岡がその二見に面会取材した記録

です。(1)～ (16)の中の (9)を 原文のまま次

に言己します 0レビ カッコ内は筆者)。

今市二先生 (尊徳)ノ 新築セシ家アリ。弥太

郎 (尊徳の嗣子)五  六才ニシ7徒 物 (いた

ずら者)也 。廊下の突当タリト云ヘテ壁フ塗

ルヽリニナリ 此所ヲ弥太郎通リタイト云フ。

先生 大エニ命ジテ取リハズシテ通セト命ゼ

リ。通り抜ケタル後 先生弥太郎二諭シテ再

ビ通ル勿レ 今ヨッ、さくと云ひ玉ヘリ。
此レハ 弥太郎ノ守ヲナセル酒匂村ノ今現二

生存セルジー (爺)酒 井儀左衛P5也。正兄翁

ノ友達也。

とありますが いくつかの疑問点があります。

■弥太郎 5 6減 の時には 二宮―家が住んでい

たのは桜町で今市ではない。

2儀左衛P5は 没年の明治37年95歳から逆算して

弥太郎 5 6歳 の時には彼は15 6蔵 のはす。

3明 治38年 1月の間き取りだが 彼は前年 9月 に

死去している。調べる必要がありそうです。そ

れに 筆者の独断ですが 尊徳が子供の我がま

まを聞いてこんなことをするだろうか疑間です。
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酒井儀左衛F5翁殿     

青島伊平治 印

とあります。

吉田村寺谷は現磐田市寺谷のこと 酒井がどん

な経緯でこの地方に赴いたのか 彼の地での動向

など 今後の調査を必要としますが 彼について

何か資料とか情報をお持ちでしたら 報徳博物館

斎藤までご―報頂ければ幸甚です。
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