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Random Walks （乱歩）：偏屈老人の気侭な紀行文 

第 12 回 江口の君堂（大阪市東淀川区） 

筆者：林 久治 （記載：2016 年６月 23 日） 

（１）前書き 
私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気

侭な紀行文のサイトを始めました。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介を
記載することに心掛ける所存です。 

最近、私は大阪湾の歴史を少々研究している。古代大阪湾の研究で、私は「日下

津」になぜか関心を持っている。そこで様々な歴史的な事件が起きている。本シリ

ーズの第７回/fでは、「神武東征」と「四條畷の戦い」を紹介し、第８回/fでは「三

好長慶」と「大和川の付替え工事」を紹介し、第９回/fでは「野崎参り」と「片町

線」の紹介をした。 
 本年の６月初旬、私は大阪の息子宅に滞在し、色々な所を散策する予定であった。

当初、私は６月２日に上醍醐寺に参詣し、３日には野崎観音の「江口の君堂」に参

詣して、更に飯盛山に登る予定であった。しかし、私は２日の醍醐山登山で右足親

指の爪に内出血を起こしてしまった。私は日本仏教に対して批判的な気持ちで上醍

醐寺に参詣したので、開祖の理源大師から罰を受けたのかも知れない。そこで、私

は大事を取って、３日には野崎には行かず、大阪市東淀川区にある「江口の君堂」

を参詣した。東淀川区の「江口の君堂」付近の地図を図１に示す。 

 
図１．大阪市東淀川区にある「江口の君堂」付近の地図。Ⓐ：地下鉄「瑞光四丁目

駅」、①：「江口君堂前」のバス停、②：「江口堂薬局」、③：「大隅東小学校」、

Ⓑ：「江口の君堂」、④大桐５丁目交差点、Ⓒ大隅神社。 
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http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW7.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-8.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-9.pdf


 2 

（２）大阪市東淀川区の「江口の君堂」へのアクセス 
 従来、「江口の君堂」は大変不便な場所にあり、阪急上新庄駅北口からバス（大

阪市営 37 系統）で行く必要があった。幸いにも、大阪市営地下鉄の今里筋線が

2006 年 12 月 24 日に開業したので、今里筋線の「瑞光四丁目駅」（図１のⒶ）から

「江口の君堂」（図１のⒷ）へ歩いて行けるようになった。 
 ６月３日の朝、私は「瑞光四丁目駅」に着いた。本駅では、「江口の君堂」の情

報が何も書かれていない。地下の改札を出た所に、駅付近の地図が掲示されている

が、「江口の君堂」の場所が記入されていない。「瑞光四丁目駅」の１番出入口

（図２左の写真）から外に出て、出入口前の鋭角交差点を左に曲がると、バス停が

ある。駅側バス停からは、「井高野車庫前」行きのバスが頻繁に運行されている。

「地下鉄駅前」から２番目に「江口君堂前」のバス停がある。これで、一安心であ

る。 
 地図を持たない方には、駅前からバスで「江口君堂前」まで行くことを勧める。

その間の道は意外に遠いし、少し分かり難いからである。私は「地下鉄駅前」（図

１のⒶ）から「江口君堂前」（図１の①）まで歩いた。（私が歩いた経路を、図１

の赤線で示す。）私は「江口君堂前」のバス停に着いたが、何処にも「江口君堂」

に行く道案内が無かった。 
「江口君堂前」のバス停前に花屋さん（図２右）があり、お店には小さい子供達

が大勢来ていた。私は花屋の若主人に「江口君堂は有名ですが、案内は無いようで

すね。どうやって、行けばよいのでしょうか？」と尋ねた。若主人は「向こうの角

に、緑色の看板の江口堂薬局があるでしょう。その前の細道を入って真直ぐに行く

と、小学校の先にあります」と快く教えてくれた。 
成程、交差点にかかる歩道橋の向こうに「江口堂薬局」（図１の②）があった。

なお、歩道橋の脇の大変分かり難い所に「君堂」の石碑（次ページの図３左）があ

ることを、本稿の執筆中に知った。 
 

  
図２．左：「瑞光四丁目駅」の１番出入口（図１のⒶ）、 右：「江口君堂前」バ

ス停前にある花屋さん（図１の①）。 
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 私は「親切な花屋さんで花束を買って、江口君堂にお供えしようか」と思った。

しかし、何となく勿体ないので、花束を買わなかった。このちょっとした煩悩のた

めに、私は直ぐに仏罰を受けるはめになるとは、少しも気づかなかった。私は、花

屋さんの教えに従って、図１の青い矢印に沿って歩いて行った。成程、「大隅東小

学校」が図１の③地点にあった。しかし、その先に、「江口君堂」らしき建物がな

かなか見つからない。 
 私は、あちこち歩き回って、やっと図３右に示すような「江口の里」の石標を発

見した。肝心の「江口君堂」は、堂全体がテントで覆われていて、遠くから君堂を

見つけることが出来なかった次第であった（次ページの図４を参照）。「江口君堂

は、オアシスのような緑に包まれた境内にある」と私は期待していた。私が参詣し

た当日は補修工事の期間になっており、狭い境内は雑然とした工事現場と化してお

り、趣は全く感じられなかった。私は「これは、私が花束をけちった仏罰である」

と考えざるを得なかった。 
 

  
図３．左：歩道橋の脇にあるという「君堂」の石碑、右：「江口の里」の石標。 
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（３）「江口の君堂」の紹介 
 「江口の君堂」の紹介は、１）のサイト/mが優れている。本節では、私（林）は、

「江口の君堂」を独自の目線で紹介する（なお、本稿では、境内の案内文を緑文字

で、筆者（林）の研究を青文字で記載する。）前記のように、本堂は堂全体にテン

トで覆われていた（図４を参照）。「江口の君堂」は正式には「宝林山普賢院寂光

寺」と言う。境内には、「寺の由緒」の説明板（図５左）と、「謡曲・江口と歌」

の説明板（図５右）があった。 

 
図４．「江口君堂」は、堂全体がテントで覆われていた。 

  
図５．左：「寺の由緒」の説明板、右：「謡曲・江口と贈答歌」の説明板。 
 
 「寺の由緒」の説明板では、文字が小さくて読み難い。１）のサイト/mの記事を

参考にして、説明板の文書を以下に示す。（青文字は、林の挿入） 
由緒（大阪市文化財顕彰史蹟指定）：当寺は摂津の国中島村大字江口に在り、宝林山普賢

院寂光寺と号すも、彼の有名な江口の君これを草創せしを以って、一に江口の君堂と称す。 

http://kamnavi.jp/dk/egutinokimi.htm
http://kamnavi.jp/dk/egutinokimi.htm
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 抑も江口の君とは平資盛（①）の息女にして、名を妙の前と言い平家没落後に授乳母な

る者の郷里、即ち江口の里に寓せしが、星移り月は経るも、わが身に幸巡り来らざるを欺

き、後遂に往来の船に樟の一ふしを込め、秘かに慰さむ浅ましき遊女となりぬ。 

 天皇第七十九代六條帝の御宇、仁安二年（②）長月二十日あまりの頃、墨染の衣に網代

笠、草から草へ旅寝の夢を重ねて、数々のすぐれた和歌を後世に残せし西行法師（③）が

浪華の名刹天王寺へと詣でての道すがらこの里を過ぎし時、家は南・北の川にさし挟み、

心は旅人の往来の船を想う遊女のありさま、いと哀れ果敢なきものかと見たてりし程に、

冬を待ち得ぬ夕時雨にゆきくれて、怪しかる賎が伏家に立寄り、時待の間仮の宿を乞いし

に、主の遊女許す気色見せやらず、されば西行なんとなく「世の中をいとうふまてこそか

たからめ かりのやとりを おしむ君かな」（④）と詠みおくれば、主の遊女ほほえみて

「世をいとふ人としけけは仮の宿に、心とむなくおもふはかりそ」（⑤）と返し、ついに

一夜を佛の道のありがたさ、歌をたしなむ、おもしろさを語り明かしき。  

 かくて夜明けと共に西行は淀の川瀬を後にして雪月花を友とする歌の旅路に立ち出ぬ、

出離の縁を結びし遊君も女は心移さず常に成佛を願う固き誓願の心を持ちいれば後生はか

ならず救わるべしと深く悟り、後佛門に帰依して、名を光相比丘尼(こうそうびくに)と改

め、此の地に庵を結びぬ。  

 又自らの形を俗体に刻み、久障の女身と難も菩提心をおこし、衆生を慈念したるためし

を見せしめ知らしめ貴婦賎女の至遊君白拍子の類いをも遍く無上道に入らしむ結縁とし給

う。  

 かくて元久二年（⑥）三月十四日、西嶺に傾く月と共に、身は普賢菩薩(ふげんぼさつ)

の貌を現わし、大牙の白象に来りて去り給いぬ。御弟子の尼衆更なり、結縁の男女哀愁の

声隣里に聞こゆ、終に遺舎利を葬り、宝塔を建て勤行怠らざりき。  

 去る明応（⑦）の始め赤松丹羽守病篤く医術手を尽き、既に今はと見えし時、この霊像

を十七日信心供養せられければ菩薩の御誓違わず夢中に異人来りて赤松氏の項を撫で給え

ば忽ちち平癒を得たり。  

 爰に想うに妙の前の妙は転妙法輪一切妙行の妙なるべし。さればこの君の御名を聞く人

も現世安穏後生善処の楽を極めんこと疑いあるべからず。  

 其の後元弘延元の乱（⑧）を得て堂舎佛閣焦土と化すも宝塔は悉く宝像も亦儼然として

安置せり。  

 正徳年間（⑨）普聞比丘尼来たりて再建す即ち現今のものにして、寺域はまさに六百六

十余坪、巡らすに竹木を以てし幽遠閑雅の境内には君塚・西行塚・歌塚の史蹟を存す。  

 然れども当寺に傳わる由緒ある梵鐘は遠く平安朝の昔より淀の川を往き交う船に諸行無

情を告げたりし程に、図らざりき遇ぐる大戦（⑩）に召取られ、爾来鐘無き鐘楼は十余年

の長きにわたり、風雪に耐えつつも只管再鋳の日を発願し来りしに、今回郷土史蹟を顕彰

し、文化財の護持微力を捧げんとする有志相集い梵鐘再鋳を発願す。幸い檀信徒はもとよ

り力？強く十方村人達の宗派を超越せる協力と浄財の寄進を得て聞声悟導の好縁を？ふ得

たり。(昭和二十九年九月完成)  

 昭和六十年九月 

上記の文書に関して、林の注釈を以下に示す。 

①平資盛（1158？1161？-1185）：平重盛の次男で、壇ノ浦の戦いで戦死。 
②仁安二年：1167 年。 
③西行法師（1118-1196）：俗名を佐藤義清(のりきよ)という。18 才のときに宮中に北面

の武士として出仕するが、23 才のとき無常を感じて出家。日本全国を行脚遍歴。 

④の意味：この世の執着を捨てることはあなたにとって難しいでしょうが、雨宿りもだめ

だとはあなたは意地悪な人だ。 
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⑤の意味：あなたはこの世の執着を捨て出家された方、一時的であれこんな粗末な家に心

とどめるようなことをなさいませんようにと思ったのです。 
⑥元久二年：1205 年。この年の３月 14 日に江口の君は亡くなった。 

⑦明応： 1492-1501 年。 

⑧元弘延元の乱：南北朝の戦乱のこと。元弘は 1331-1333 年、延元は 1336-1339 年。 

⑨正徳年間：1711-1716 年。 

⑩遇ぐる大戦：第２次世界戦争のこと。日本全国の銅像や梵鐘が戦時供出された。 

 平資盛は 1158 年（あるいは、1161 年）に平重盛の次男として生まれ、1185 年に

壇ノ浦の戦いで戦死している。上記の由緒書によれば、「資盛の娘・妙」は平家没

落後に、乳母の里であった「江口」に落ち延びている。一方、西行法師が当地（江

口の里）を訪問して「江口の君」に会ったのは、1167 年である。従って、西行法師

が会った「江口の君」は、「資盛の娘・妙」ではあり得ない。 

この問題は、本稿の「（５）林の遊女考」で検討する。兎も角、西行法師が当地

で「江口の君」と一夜を過ごした話は有名で、日本の古典文学では多くの作品で語

り継がれている（図６を参照）。次ページの図７に、18 世紀末の「江口の君堂」と

その周辺の風景を示す。また次ページの図８に、西行塚と君塚の石碑と、西行と江

口の君の供養塔らしきものの写真を示す。私が当寺を参詣した日は、この写真のよ

うに殺風景であった。 

 
図６．摂津名所図絵における「西行法師と江口君」。 摂津名所図会（せっつめい

しょずえ、当時の名称は「攝津名所圖會」）は、摂津国の名所を絵画と文章で紹介

した地誌。京都の町人・吉野屋為八が計画。1796-1798 年に刊行された、摂津国の

通俗地誌。観光案内書でもあった。9巻 12 冊。 
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図７．摂津名所図絵における「江口里」。本書が刊行された 18 世紀末には、「江

口の君堂」は淀川に面し、周囲には人家が無かったことが分かる。 

  
図８．左：西行塚と君塚の石碑、右：西行と江口の君の供養塔？ 
 
 次に、「謡曲・江口と贈答歌」の説明板（図５右）の文書を以下に示す。 
謡曲「江口」と贈答歌：謡曲「江口」は「浮世は仮の宿」とする大乗的な暗示を主題とし

た香高い曲である。西国行脚の僧が摂津国江口の里に着くと里女に会い、（里女は僧に）

昔西行法師が宿を借りた時の歌問答を聞かせて「自分は遊女江口の君の化身である」と告

げて消え去った。旅僧が跡を弔っていると舟に乗った江口の君が侍女と共に現れ、舟遊び

の様や歌舞を奏して楽しむうちに、遊女江口の君は普賢菩薩と化して白雲に乗り西の空に

消えるという筋を持ち、深遠な仏教の哲理を夢幻境の世界を見せている。 
贈答歌（新古今和歌集巻十）「世の中を厭うまでこそ難からめ 仮の宿を惜しむ君かな 

西行」、「世をいとう人とし聞けば仮の宿に 心を止むなと思うばかりぞ 江口妙」 
謡曲史跡保存会 

江口の君堂 
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私は「第９回：野崎参りと片町線（第９回のサイト/f）」で、野崎観音の「江口の

君堂」と謡曲「江口」を紹介した。謡曲「江口」の解説は、２）のサイト/lが優れて

いる。 
 
（３）江口の戦いと大隅神社 
 江口の里で「江口の君堂」と同様に有名な旧跡は「江口城」である。第８回のサ

イト/fで、私は三好長慶（1522.3.10-1564.8.10）と江口の戦いを紹介した。1549 年、

長慶は江口の戦いにおいて主君・細川晴元（1514-1563）に勝利し、晴元と彼に擁立

されていた 13 代将軍足利義輝は近江に逃亡した。長慶は上洛して室町幕府の実権を

握り、下剋上で有名な「三好政権」が成立した。 

 ３）のサイト/lによれば、江口の戦いの戦場となった「江口城」は江口の里にあっ

たが、江口城跡の正確な場所は現在では不明である。ただ、江口城にあった「江

口」と刻まれた狛犬が「大隅神社」にある、と言い伝えられている。そこで、今回、

私は「大隅神社」にも参詣した。 
 私は、「江口の君堂」（図１のⒷ）から「大桐５丁目交差点」（図１の④）に行

き、そこから「大阪市営住宅」の中を通って「大隅神社」（図１のⒸ）に行った。

「大隅神社」は大阪市東淀川区大桐に鎮座する神社である。当地・大隅島に応神天

皇の離宮・大隅宮があり、天皇の崩御後、里人が祠を建て帝を奉祀し、後に淀川が

氾濫した時に賀茂明神の御神体が漂着して合祀したという。大隅神社（図９の写

真）は立派な神社であった。 

 
図９．大隅神社 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-9.pdf
http://www.harusan1925.net/1123.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-8.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-8.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E8%BC%9D
http://siroatomeguri.blog.fc2.com/blog-entry-271.html
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 図 10 に示すように、大隅神社の境内にある「狛犬の一つ」の台座に、「江口」と

刻まれている。Wikipedia の「江口城」の項では、「江口と記載されている狛犬」

の写真が掲載されている。本稿でもこの狛犬の台座を撮影した。 
 

 
図 10. 大隅神社の境内にある狛犬の台座に「江口」と刻まれている。 
 
（４）林の遊女考 

私（林）は「第９回：野崎参りと片町線（第９回のサイト/f）」で、野崎観音の

「江口の君堂」を次のように紹介した。 

平安末期、「摂津の江口」（現在の大阪市東淀川区江口）は瀬戸内海から淀川に入る船着

場としてにぎわい、多くの遊女がいた。その中の一人、「江口の君」という者が、ながの

わずらいに苦しみ、大和の長谷観音に病気平癒の願をかけたところ、河内の福聚山に参っ

て病苦を免れるよう祈るがよいと教えられた。江口の君はさっそく慈眼寺に参り、七昼夜

籠もって祈ると、たちまち難病が治った。よろこんだ江口の君は感謝のため、堂于を再建

した。そこで江口の君を野崎観音慈眼寺の「中興の祖」という。 

 私は「一介の遊女が堂于を再建出来たのであろうか？」との疑問を持った。そこ

で、ネットで調べると（４）のサイト/m）、彼女はただの遊女ではなく、江口遊女

の長者（統率者）であったようだ。平安時代には、淀川の水路が変わり、江口の里

は、淀川本流と神崎川とが分かれる場所に位置していたことから、水上交通の要衝

として大変賑わっていた。そのため、江口は神崎（尼崎）、加島（JR 東西線「加島

駅」付近）と並ぶ歓楽街（遊女の里 ）として栄えたそうである（次ページの図 11

を参照）。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9A%85%E7%A5%9E%E7%A4%BE_%28%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%29
http://blogs.yahoo.co.jp/asan19431007/GALLERY/show_image.html?id=44808488&no=5
http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-9.pdf
http://kamnavi.jp/dk/nozaki.htm
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図 11．中世淀川下流域の津（５）のサイト/lの図を借用）本図によれば、江口から

野崎観音まで、舟で容易に行けたようである。 
 
 現在の視点で見れば、遊女は売春婦や従軍慰安婦（Sex Slaves）と同列で、女性

蔑視の象徴である。しかし、歴史的視点に立てば、「売春」は世界最古の職業の一

つであった。日本では、1958 年４月１日に「売春防止法」が完全実施されるまで、

売春は違法ではなかった。現在でも、世界の多くの国々で、売春は合法である。 

 Wikipedia の「売春」によれば、近年、世界的に売春は合法化・解禁の流れがあ

る。アジアでは、タイ、台湾で合法化され、中共でも合法化が検討されている。ヨ

ーロッパでは、売春自体は合法である国家がほとんどである。ただ、斡旋を違法と

している国家も多いが、2000 年にオランダが、斡旋を含む売春行為を完全に合法化

したのを皮切りに、デンマーク、フランス、スイス、ドイツ、オーストラリアなど

も斡旋合法化に踏み切っている。ギリシャ、ハンガリー、チェコなどにおいても合

法で、オーストリア、オーストラリアなどでは、外国人が働くために売春査証で合

法的に滞在許可を得ることが出来る。2015 年には、国際人権団体アムネスティ・イ

ンターナショナルが、売買春の合法化（合意に基づく成人の性的労働や成人同士の

間での合意に基づく性の売買）を支持する方針を決定した。その大きな理由は、性

病対策、性犯罪対策などがあげられる。 

 日本の平安時代においては、「源氏物語」に書かれているように、皇族や貴族は

自由恋愛であった。彼等のような上流階級の恋愛においては、和歌や物語の教養が

重要であった。当時、都から上流階級の人々が仕事や遊びで、江口に多数来ていた

そうである。当然、上流階級の人々は教養豊かな「遊女」を求めていたはずである。

そこで、遊女の側でも和歌や物語の勉強をする者が出てくるであろうし、都の教養

ある女性が江口に来て遊女になることもあったにちがいない。そういう背景で、

「江口の君は平資盛の娘・妙であった」との伝説が生じたのではあるまいか。 

私は「次のようなストーリーは大いにありうる」と思っている。 

①都在住の貧乏貴族の娘が、親のために「江口の遊女屋」に嫁入りをして、そこの

女将となり、都から来た上流階級の人々を（教養と売春の両面で）接待する。②都

の貴族が、「江口の遊女」の一人を専属の愛人（所謂、現地妻またはオンリーさ

●野崎観音 

http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/chronicles/visual/02chuusei/chuusei1-1.html
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ん）として子供を産ませる。その娘が教養を身につけて、遊女屋の女将となる。③

遊女屋は売春業のみを行っているのではなく、警備業、水運業、建設業、造船業、

修理業、金融業、教育業、賭博業、旅館業、飲食業などを総合的に営み、江口の支

配層を形成する。④そのような「江口遊女の長者」（統率者）の妻、または母親が

「江口の君」の正体ではあるまいか。そのような財力のある遊女であれば、野崎観

音を再建することも可能であろう。⑤さらに想像をたくましくして、「江口の君」

が野崎観音で病気が治ったと言うのは口実で、実は「江口の勢力」が野崎観音を軍

事的にも経済的にも支配して、その代償に堂于を再建した、と考えれば面白い。 
上記のように、「江口の君」を「江口という川の駅」の長者と考えると、私のか

ねてからの別の疑問も解決できそうだ。それは、イエス・キリストの出目である。

私は「イエスを一介の貧しい大工の息子とすると、彼がどうしてあのような世界最

高級の知性と教養を身に着けたのか？」との疑問を持っていた。これまで人々は

「大工」と言う名称に騙されて、イエスの実家を貧しい家庭と短絡していたのでは

なかろうか。 
私の敬愛する角茂谷繁先生は、名著「ＳＦ小説・不思議な枕」の「39 章マルヤム

館」（６）のサイト/f）で次のように書かれておられる。（「マルヤム」とはヘブラ

イ語では、「マリア」である。） 
マルヤム館には百人余りの人たちが住んでいます。半分は成人男女で、半分は老人と子供

です。老人は子供に教育をしています。成人男女は仕事をしています。又、マルヤム館に

住む半分は自由身分のユダ人たちで、残り半分は奴隷です。男性は大工の仕事をしていま

す。ユダ国には木が少ないので、大工と言っても仕事は石工です。城や邸宅の建築や、橋

や道路の建設をしています。女性は家事をしていますが、飲食業や宿屋もしています。主

な客は、ロマ帝国の将兵、ヘロデ王の将兵、ユダの商人、ユダヤ教の聖職者、それに旅の

商人です。 

角茂谷先生のご見解では、イエスの母マリアは「マルヤム館」という「道の駅」

の女将であった。「マルヤム館」は総合商社で売春業も営んでいた。イエスがその

ような長者の家に生まれたので、子供の頃から充分な教育を受けていたはずである。

角茂谷先生の「ＳＦ小説・不思議な枕」では、イエス少年（先生の小説ではイーサ

ー）は従来のユダヤ教に疑問を抱き、自分からアレクサンドリア（当時の学問の中

心地）に留学して、新しい学問を追求したことになっている。 
私は「イエス・キリストの出目が角茂谷先生の小説のようであれば、彼があのよ

うな世界最高級の知性と教養を身に着けたことに納得できる」と思っている。なお、

角茂谷先生は「ＳＦ小説・不思議な枕」で「マリアは道の駅の女相続人で、ローマ

兵・パンテラのオンリーさんであった。二人の間に生まれたのがイエスであった。

イエスの義父ヨセフは学者で道の駅の入り婿であった。彼はイエスにユダヤ教の基

本を教えた。イエスはローマの市民権を持っていたので、最終的にはローマ総督・

ピラトの裁判を受ける必要があった。イエスは磔刑のとき、キレネ人シモンと入れ

替わり、イエス自身は生存していて復活したように見せかけた」とも書かれておら

れる。これは正に卓見である。 

次回は、「江口の里」の歴史を紹介する予定である。 
 

 

http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/SF4-39.pdf
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