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第 25 回 近畿・2016 年晩秋（その６：三井寺の力餅） 

筆者：林 久治 （記載：2016 年 12 月 19 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ている。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。 

本年の 1１月後半、私は大阪・北千里にある息子の自宅に２週間くらい滞在した。

その間、11 月 13 日に、私は大津市の三井寺を参詣した。20 回の記事/fでは、現地

踏破の体験を基にして「大津市の鉄道史」を書いた。当日、私は最初に京阪石山坂

本線・別所駅まで行き、弘文天皇陵、新羅善神堂、および法名院を参詣した。21 回

の記事/fでは、弘文天皇陵、新羅善神堂および新羅三郎の墓を参詣した紀行文を書い

た。22 回の記事/fでは、法明院、フェノロサの墓、桜井敬徳師の銅像を訪問した紀

行文を書いた。23 回の記事/fでは、琵琶湖疎水を紹介した。前回の記事/fでは、

「三井寺と仏教に対する私見」を記載した。今回は、「三井寺の力餅」の記事を書

く。 

 

（２）神社仏閣とスイーツ 
 有名な神社仏閣の門前には、参詣客が一休みするためのスイーツの老舗がよく見

掛けられる。私は甘党なので、神社仏閣に参詣した時には、老舗の銘菓を探すこと

を老後の楽しみの一つとしている。 
 そのような銘菓で、私が一番に思い出すのは、徳島の「滝の焼餅」である。徳島

市のシンボルは眉山で、その麓の大滝山は、江戸時代より神社、寺、料亭などが多

数あり、徳島の人達の四季折々の行楽、和みの場として親しまれた場所であった。

大滝山の中腹には「白糸の滝」と呼ばれる小さな滝がある。山の登り口から白糸の

滝までは急峻な石段が続いている。 

 

 

図１．門前の銘菓 左：滝の焼餅、中：走井餅、右：神馬堂の葵餅。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-20.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-21.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-21.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-22.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-23.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-24.pdf
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私が少年時代の 1950 年代には、この石段の両側に、十数軒の「焼餅屋」が軒を連

ねていた。「滝の焼餅」は阿波名物として 400 年以上引き継がれてきた庶民の味で

ある。私の祖母は「滝の焼餅」が大好きで、私を連れて大滝山をしばしば訪れてい

た。モラエスも、大滝山界隈が気に入り、よく散策を楽しんでいたようである。 

現在では、大滝山の「焼餅屋」は殆どが廃業しており、人通りも少なくなり、大

滝山の界隈は大変寂しくなっている。なお、ここには「白糸の滝」と呼ばれる小さ

な滝しかないにもかかわらず、「大滝山」と呼ばれている理由は次の通りである。

１）のサイト/mによれば、江戸時代には大滝山の中腹に「大滝山持明院」という大

寺院があった。本院は勝瑞城から徳島に移転して藩の保護を受けていたが、明治維

新で廃寺となった。しかし、美しい三重塔は徳島のランドマークとして残っていた

が、1945 年の米軍空襲により焼失した。私は「滝の焼餅は持明院参道で発展した」

と思っている。 

その他、門前の銘菓として、「走井餅」や「上賀茂神社の焼餅」が有名である。

私は６回の記事/fで、京都・石清水八幡宮の門前名物「走井餅」を紹介した。走井

餅老舗は 1764 年に大津で創業し、1910 年に京都・八幡の地に 引き継がれた。「走

井餅」は安藤広重作「東海道五十三次」の大津宿に も描かれている。上賀茂神社の

門前には「神馬堂」と「葵家」との２軒の焼餅屋がある。神馬堂は 1872 年の創業で

ある。神馬堂で修行した職人が、 北野天満宮の門前に「天神堂」を開店している。 
今回、三井寺を参詣するにあたりネットで調査すると、三井寺には「三井寺力

餅」という銘菓があることを発見した。従って、この力餅を賞味することも、今回

の乱歩の目的の一つとした。 

 

図２．大津市内の地図と三

井寺力餅本家 

http://www7b.biglobe.ne.jp/%7Es_minaga/sos_ootakisan.htm
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-6.pdf
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（３）三井寺力餅 

図２に示すように、三井寺力餅本家は浜大津駅前にあり、創業 1869 年の老舗であ

る。図４に示すように、店内には、天皇陛下・献上菓子との展示があり、大津絵の

展示もあった。 

  

図３．三井寺力餅本家 

  

図４．店内展示 左：天皇陛下・献上（2008 年）菓子、右：大津絵の展示 

 

 三井寺力餅本家のＨＰ（２）のサイト/）は、次のように力餅を紹介している。 

東海道は大津・追分（おいわけ）の宿場で旅人に愛されたという三井寺力餅は、代々受

けつがれた伝統の技法で製造、素朴でひなびたふるさとの味を今に伝えています。子餅に

http://www.e510.jp/tikaramoti/
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当店独自のみつときな粉で味つけした優雅な風味をお楽しみいただけます。添加物は一切

使用していないのでお早めにお召し上がり下さい。 
昔、比叡山西塔谷武蔵坊に弁慶という荒法師がいた。腕力、どこまでも強く、いつも多

くの僧達におそれられていた。時は流れ世は変わり数百年、慶安の頃（1650 年頃）になっ

て三井寺と弁慶の怪力に因んで餅を商う者がいた。これが三井寺力餅の始まりで、この山

紫水明の湖国を訪れる文人、墨客共にその上品でまろやかな風味を愛し、広く世間に知ら

れるようになった。 

私は店内で「力餅とお茶のセット（450 円）」を注文した。餅はこれまでに食べ

たどの餅より柔らかく、きな粉はウグイス色で、上品な甘さであった。本品は保存

料を使用していないそうで、賞味期限は２日限りで、県外に広く販売できないそう

である。三井寺の仁王門脇の「レストラン風月」や「名神草津 PA 上り線・下り線」

などでも販売されている。そういう意味で、本品は大津市近郊でしか味わえない、

故郷の銘菓のようである。 
 

 

図５．力餅とお茶 （セットで 450 円、美味しいよ！） 
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図６．三井寺（園城寺）の観音堂と金堂の付近図 この地図の全体は、「大門」そ

ばに掲示されている。 
 
（３）弁慶力餅の本家本元 

私は 11 月 13 日に三井寺周辺を散策し、12 月に帰京して近畿晩秋の紀行文を書い

ている。その間、色々と調べて見ると、弁慶力餅の本家本元は三井寺境内にある

「力軒」と言うお茶屋さんであることが分かった。私が三井寺を参詣した当日はそ

の事を知らなかったので、「力軒」で力餅を食べるどころか、お店の写真すら撮っ

て来なかった。図６に示す三井寺の境内図をよく見ると、「微妙寺」の付近に「茶

店・力軒」がある。 

私は３）のサイト/で、「力軒」についての次のような紹介文を読んだ。 

大津市にある三井寺の境内に位置する茶店。外観は木々に囲まれた趣のある佇まいで、質

素ながらも歴史を感じさせられる風格が漂っている。店の前に毛氈を敷いた長椅子が設置

されており、弁慶力餅を味わいながら風情ある雰囲気を楽しめる。弁慶力餅は５本７００

円で、木の盆に乗せたまま温かいお茶と一緒に提供される。餅はきれいな鶯色の黄粉で覆

われており、平べったい一口サイズで短い串に３つずつ刺されている。蜜が塗られている

ので黄粉が良く絡み、優しくて柔らかい質感なのでとろけるような口当たりである。黄粉

力軒 

微妙寺 

https://tabelog.com/shiga/A2501/A250101/25005628/dtlrvwlst/6971920/
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はざらついた砂糖の食感が残されており、甘さは控えめながらほのかに香ばしさも堪能で

きる。青大豆の黄粉に抹茶がブレンドされているので、素朴ながらも風味豊かで餅とのバ

ランスも抜群である。力餅は添加物や保存料が使われておらず、昔ながらの製法で作られ

ているので日持ちがしないのが特徴。三井寺の晩鐘を比叡山へ引き摺り上げたとされる、

弁慶の怪力に因んで名付けられた力餅の元祖である。 

 ４）のサイト/mには次のような記事があった。 

（里見弴ら三人は、）前日の明治４１年３月３１日は白川口から比叡山に登り、根本中堂

を見学後、本坂から坂本に下り、船で大津までたどり着いています。31 日は大津で宿泊し、

翌日の４月１日は船で琵琶湖観光をしています。大津市内の三井寺を訪ねたときに「辨慶

（弁慶）力餅」を食べています。「辨慶力餅」は比叡山の茶屋で昨日食していますから二

度目になります。現在の「辨慶力餅」は、お店は力軒で三井寺内の微妙寺前辺り、金堂正

面からずっと歩いて観音堂に行く手前の左側にあります（午前中は開いていない）。お店

の方に聞いたところ、元々は観音堂前の土産物屋のところにあったが修理等で現在地に移

されたとのことです。ですから三人は観音堂の前で「辨慶力餅」を食べたことになります。

観音堂からの大津市内は絶景です。尚、浜大津駅近くにも「力餅屋」がありますが、こち

らは「三井寺力餅」で、”辨慶”が付いていません。 

 

図７．現在の力軒 （４）のサイト/mより拝借） 

 

（４）三井寺の観音堂 

私は「三井寺力餅本家」さんで三井寺へ行く道を聞いて、三井寺に参詣した。三

井寺駅から琵琶湖疎水に沿った道を歩いて、「総門」から境内に入った。総門の先

に拝観受付があり、600 円を支払って入場した。前回の記事/fで三井寺の歴史を紹

介したので、今回は省略する。総門から長い階段を上がると、観音堂に着いた。観

http://www.tokyo-kurenaidan.com/satomi-kawara18.htm
javascript:openWin%28%2712%27%2C%27satomi-otsu12.jpg%27%2C640%2C425%2C640%2C425%29
http://www.tokyo-kurenaidan.com/satomi-kawara18.htm
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-24.pdf
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音堂付近は紅葉の名所であるが、見頃には少し早かった。図８に、観音堂と付近の

紅葉の写真を示す。 

 

 

図８．観音堂（上）と付近の紅葉（下） 

 

観音堂は、西国三十三箇所観音霊場の第十四番礼所として、篤く信仰されている。

本尊は如意輪観音。 1686 年に火災にあい、1689 年に再建された大きなお堂ある。

観音堂から見る琵琶湖の景色は、昔から絶景と言われている。今回、私がこの絶景
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を撮影した写真は良くなかったので掲載しない。その代わり、戦前（1935 年）の浮

世絵を図９に示す。 

図９の左側に、大津市内と琵琶湖の景色が描かれている。右側の茶店は、「弁慶

力餅」の店舗である。当時、「力軒」は三井寺の一等地に茶店を構えていたことが

分かる。現在の「力軒」は、どうして辺鄙な所に移転しているのであろうか。それ

には、色々と事情があったのであろう。もしかして、三井寺への上納金で揉めたの

かも知れない。兎も角、現在の「力軒」さんは自ら宣伝しないので、後発の「三井

寺力餅本家」さんに大きな顔をされているのであろう。 
 

 
図９．観音堂からの景色（1935 年４月作：５）のサイト/lより借用） 

 
（５）観音堂から金堂へ 
私は、三井寺の広い境内を観音堂から金堂へ歩いて行った。私は「力軒」の前を

通らなかったので、この茶屋の存在を全く気付かなかった。次ページの図 10 上には、

金堂（国宝）と閼伽井屋（あかいや、金堂の左軒下：重文）の写真を示す。前回の

記事/fで、金堂と閼伽井屋を説明したので、今回は説明を省略する。 
金堂の右前に三井晩鐘がある（図６を参照）。図 10 下には、近江八景「三井の晩

鐘」の説明板を示す。近江八景の「三井の晩鐘」として知られるこの梵鐘は、 「天

下の三銘鐘」の一つにも数えられている。 姿の立派な宇治平等院の鐘、由緒の正し

い高雄神護寺と、音色の美しさで選ばれた三井寺。 つまり、三井の晩鐘は、日本一

の響きであると認められている梵鐘は、1602 年４月 21 日、当時の三井寺長吏、第

百三十七代道澄師の発願によって、 「弁慶の引き摺り鐘」（奈良時代作）を模鋳し

たものである。 

 

http://www.soumei.biz/316_5063.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-24.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-24.pdf
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図 10.  上：金堂（国宝）と閼伽井屋（金堂の左軒下：重文） 下：近江八景「三

井の晩鐘」の説明板 
 
 閼伽井屋の奥には「閼伽井石庭」があり、その奥には「弁慶鐘」を納める「霊鐘

堂」がある（図６を参照）。それらの写真を次ページの図 11 に示す。石庭の説明板

には「日本最古の庭園である。蓬莱山と云い東海中にあって仙人が住み不老不死の

地と考えられている霊山を形取った石組である。中央より、人、神仏、鶴、亀と配

されている。」と書かれている。（本文は、11 ページに続く。） 
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図 11. 上：閼伽井石庭の案内板 下：弁慶鐘への道標 
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弁慶鐘（重文）は、園城寺では数少ない智証大師入山以前の遺品である。この時

代の現存遺品は全国で十数口確認されているが、 それらの中でも東大寺鐘に次ぐ規

模を誇る。 しかし、鋳上がりは悪く、傷や欠損があり、俗に弁慶引摺鐘とよばれて

いる。 「寺門伝記補録」には文永年間にこの鐘が叡山に持ち去られていたとの記事

があるので、 これらの損傷は山寺両門の抗争の名残と思われる。 

金堂と大門（仁王門）間に釈迦堂（食堂：重文）がある。南面して建つ比較的に

簡素な造りの堂である。 秀吉による破却の後、清涼殿を移築したものとの伝えもあ

るが、 室町時代に建立されたものと思われている。 「園城寺境内古図」にはこの堂

は食堂として描かれているが、 現在は清涼寺式釈迦如来像を本尊とする釈迦堂とし

て信仰されている。図 12 上に、釈迦堂の写真を示す。 

 

 
図 12. 上：釈迦堂（食堂） 下：大門（仁王門） 

http://www.shiga-miidera.or.jp/about/legend01.htm
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図 12 下には大門（仁王門）と背景の長等山（海抜 354ｍ）の写真を示す。大門

（重文）は、天台宗の古刹常楽寺（湖南市石部町）の門（建立は 1452 年）で、 後

に秀吉によって伏見に移され、1601 年に家康によって現在地に建てられたそうであ

る。この付近も紅葉の名所であるが、私が参詣した時には、見頃には少し早かった。 

私（林）は、11 月 13 日に大津市の三井寺を参詣した。その紀行文を「近畿・

2016 年晩秋」と題して、６回にわたって本欄に連載した。読者の方々には、「拘り

の多い冗長な紀行文だ」との印象をお持ちの方も多いと思います。そこは、偏屈老

人・林の趣味として、お許し願いたい。 

次回は、「義士祭」の記事を書きます。 
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