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第 79 回 岩手県奥州市の木村榮と佐々木佐五平の銅像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年２月５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。 

一方、私は日本銅像探偵団（１）のサイト）の銅像探索に参加している。私は珍

しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけることを

目標としている。ここで「珍しい」とは、「市井で頑張って人生を過ごしたが、有

名人ではなく一般には全く知られていない人物」と言う意味である。最近、私は大

阪近傍で、その候補となりそうな銅像を数体ネットで見つけている。 

私は主として近畿地方や東京で銅像探索を行っている。昨年末の記事は、以下の

通りである。近畿地方：70 回の記事/f、71 回の記事/f、72 回の記事/f、73 回の記事

/f。東京：74 回の記事/f。私の銅像探索の目的は、日本文化と日本人の人生を実地

に学ぶことと、運動不足の解消である。 
本年の１月 11 日は久しぶりに好天であったので、私は都心へ銅像探索に出かけた。

75 回の記事/fでは東京・講道館の正力像の探索記を、76 回の記事/fでは上野・寛永

寺の了翁像の探索記を、および77 回の記事/fでは了翁僧都道行碑記の解説を記載し

た。75 回の記事/fで、私は次のように記載した。「私の調査では、正力松太郎氏の

銅像は日本に６カ所７体あるが、日本銅像探偵団サイトの「日本の銅像ギャラリ

ー」欄に収録されているのは、その内わずかに１体に過ぎない。」 

岩手県奥州市の後藤伯記念公民館にも、なぜか正力松太郎と後藤新平の銅像が並

んで置かれている。幸いなことに、私の中学・高校の同窓生の一人である佐藤弘一

君が長らく水沢（旧・水沢市、現・奥州市水沢地区）に住んでいる。そこで、私は

佐藤君に「後藤伯記念公民館の正力像と後藤像、旧緯度研究所の木村栄像、および

奥州市横町の佐々木佐五平像の撮影」を依頼した。これらの銅像は日本銅像探偵団

サイトの「日本の銅像ギャラリー」欄に収録されていない。早速、佐藤君からこれ

らの写真が送られて来たので、前回の記事/fでは、奥州市の正力像と後藤像を紹介

した。今回は、木村栄像と佐々木佐五平像を紹介する。なお、本稿においては、資

料の記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文字で記載する。 

 
（２）水沢緯度観測所 
水沢には国立天文台の水沢ＶＥＲＡ観測所があるが、２）のサイト/mと３）のサ

イト/1を参考にして当所を以下に簡単に紹介する。 

当所の敷地内にある木村記念館は水沢緯度観測所の初代本館（1899 年に竣工）で、初代

所長・木村榮（きむらひさし：1870-1943）の記念館となっている。本館には、緯度観測

に用いた望遠鏡や帝国学士院恩賜賞のメダルなどが展示されている。 

緯度変化を正確に観測するには、共通する星位置誤差などの影響を避けるために同一緯

度線上で同じ方法を用いた観測をする必要があった。そのため、北緯 39 度 8 分線上に並

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-70.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-71.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-72.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-73.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-73.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-74.pdf
http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://76%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-76.pdf
http://77%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-77.pdf
http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-78.pdf
http://www.sakanouenokumo.com/mizusawasi.htm
http://www.miz.nao.ac.jp/kimura/content/description/01
http://www.miz.nao.ac.jp/kimura/content/description/01
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ぶ世界各国・6 カ所の観測所とドイツのポツダムに置かれた中央局による万国緯度観測事

業(ILS:International Latitude Service)が発足し、1899 年から地球極運動の共同観測

が行われるようになった。19 世紀末当時、ユーラシア大陸の東端で観測所を設置可能なの

は日本だけで、日本は絶対に必要な位置にあった。 

このようにして、世界各国の観測所（日本では水沢緯度観測所）が ILS に参加した。各

地での観測結果をドイツの中央局に送り、そこで「観測された緯度変化」と「計算された

緯度変化」の差を比較したところ、日本の観測値が一番悪いとされました。この結果を聞

いた木村はさらに研究を進め、緯度変化を表わす式に新たな変数（Ｚ項）を加えることに

よってその精度が向上することを発見した（1902 年）。この結果を用いて再度計算を行っ

たところ、実際は水沢の観測精度が一番良かったということが明らかになり、この功績に

よって木村は 1911 年に帝国学士院恩賜賞の第 1 回目の受賞者となった。 

当初から中央局を引き受けてきたドイツは第一次大戦の敗戦により、中央局を担当でき

なくなった。代わってそれまでの実績が高く評価され、1922 年から 1936 年まで水沢が中

央局を引き受け、木村が局長となった。同時に、木村は国際天文学連合第 19 委員会（緯

度変化）の委員長にも就任し、文字通り世界の地球回転研究をリードすることとなった。 

1988 年 に、水沢緯度観測所は東京大学附属東京天文台と名古屋大学附属空電研究所第

3 部と統合し、国立天文台が発足した。2009 年に、現在の名称（水沢ＶＥＲＡ観測所）に

改名。水沢は「ＶＥＲＡ」というプロジェクトの中心的な役割を担っている。このプロジ

ェクトでは、水沢、父島、鹿児島、石垣島に設置された 20ｍ電波望遠鏡を使って天体まで

の距離を測定し、銀河系の三次元地図を作成する。 

図１には、本稿の舞台となる水沢ＶＥＲＡ観測所と日高神社の周辺地図を示す。 

 

 
図１．水沢ＶＥＲＡ観測所と日高神社の周辺地図 

➀：水沢ＶＥＲＡ観測所、②日高神社、③奥州市役所、④後藤新平記念館。 

➀ 

② 

③ 

④ 
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（３）木村榮記念館（旧・緯度観測所）の木村榮像 

 図２上に、国立天文台・水沢ＶＥＲＡ観測所の構内地図を示す。本図で、建物➀

は、旧・緯度観測所の初代本館で、現在は木村榮記念館となっている。建物②は、

旧・緯度観測所の２代目の本館で、現在は奥州宇宙遊学館となっている。図２下に、

木村榮記念館を示す。建物の前に設置されている胸像が、木村榮像である。 

 

 

図２．上：国立天文台・水沢ＶＥＲＡ観測所の構内地図、下：木村榮記念館。 

両図とも、４）のサイト/0より借用。 

➀木村榮記念館 

②奥州宇宙遊学館 

http://ilc.tankonews.jp/modules/d3blog/index.php?date=201707&offset=60
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 図３上に、奥州宇宙遊学館を示す。５）のサイト/mは当館を次のように説明して

いる。奥州宇宙遊学館（奥州市運営）は小さなお子様から大人の方まで宇宙科学を楽しく

学べる科学館です。時代を感じさせる建物は当観測所の前身である緯度観測所の本館

（1921 年に竣工した２代目の本館）として使用されていました。館内では、国立天文台

4D2U プロジェクトが開発した 4 次元デジタルシアターのほか、科学の不思議を見て触って

体験できる展示を常時公開しています。また、天文台や JAXA の最先端装置の展示や最新

成果の紹介などの特設展示も日々更新しております。その他、サイエンスカフェや月例観

望会、不定期での科学イベント、ワークショップなども企画しております。 

 図３下に、木村榮記念館の前に設置されている木村榮先生の胸像を示す。 

 

 

 

図３． 
上：奥州宇宙遊学館 
本図は、４）のサイト/0よ

り借用。 
下：木村榮先生の胸像 

本写真は、佐藤弘一君の撮

影。 

http://ilc.tankonews.jp/modules/d3blog/index.php?date=201707&offset=60
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次に、６）のサイト/3を参考にして、木村榮先生の略歴を以下に示す。 

1870 年 9 月 10 日 金沢市泉野の素封家・篠木庄太郎の次男として生まれる（注１）。 

1871年  親戚の木村民衛の養子となる。 

（民衛は木村塾を開き、2000 人もの門弟を育てた。） 

1878年 養父に代わって木村塾で漢学を教え、「木村塾の小先生」と呼ばれた。 

（生涯の友となる西田幾多郎と知り合う。） 

1880 年 加賀藩藩校明倫館の流れを汲む石川県専門学校に一番で入学 

1887 年 上記の学校は第四高等中学校となり、天文学を志す。 

1889 年 7 月 第四高等中学校を第一期生（卒業証書第一号、首席）で卒業。 

1889 年 8 月 東京帝国大学理科大学星学科に入学。 

1892 年 大学を卒業し、さらに大学院に進学。 

1895 年 嘱託として「緯度変化観測方」となり、緯度観測を行う。 

1895 年 万国測地学協会の総会で、国際緯度観測を決定。 

1896 年 木村は恩師の田中舘と共に観測地の選定のため、水沢に来訪。 

1898 年 ドイツで開かれた万国測地学協会総会に委員の田中舘と共に木村も出席。 

1899 年 9 月 眼視天頂儀と共に帰国。 

1899 年 9 月 30 日 水沢の臨時緯度観測所所長となる。 

（観測所の開所は 12 月 11 日でしたが、悪天候のため、初観測は 12 月 16 日。） 

1902 年 1 月 Z 項の発見論文を発表。 

1904 年 5 月 理学博士の学位取得。 

1911 年 帝国学士院恩賜賞の第 1 回目の受賞者 

1922 年 実績を認められ、国際緯度観測事業中央局長に推挙され、中央局を担当。 

1937 年 第１回の文化勲章を受章。 

1941 年 緯度観測所長を辞し、水沢を後に東京世田谷の新町に移住。 

1943 年 9 月 26 日 死亡。 

（注１）７）のサイト/lによれば、木村先生の生誕地・金沢市には、次の場所に胸像が設

置されている。金沢ふるさと偉人館（平成 12 年 11 月に設置：○）、泉野小学校の正門を

入るとすぐ右手（×）、十一屋小学校歴史記念室（×）。なお、（○）は日本銅像探偵団

サイトに収録されている銅像で、（×）はされていない銅像である。 

 木村榮先生の記事で、最後に蛇足を少し付け加える。 

➀木村先生の長女・伊登子さんは、物理学者の茅誠司先生（1898-1988）と結婚され

た。お二人の長男が工学者の陽一氏（1934-）で次男が化学者の幸二氏（1936-

2017）である。幸二氏は長倉三郎先生の門下生で、私（林）とは同門の先輩である。

幸二氏は 2005 年に文化功労者に選ばれた。文化勲章は原則として文化功労者から選

ばれるので、幸二氏も文化勲章を受章される順番であった。そうなれば、祖父、父、

http://www.miz.nao.ac.jp/kimura/content/description/03
https://www.kanazawa-museum.jp/ijin/exhibit/04kimura.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
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孫と、３代続けての文化勲章となり、大変な栄誉になる。しかし、非常に残念なこ

とに、幸二氏は文化勲章を受章される前にお亡くなりになられた。 

 
②前回の記事/fと今回の記事で、銅像の写真を撮影していただいた佐藤弘一君は、

私と同郷の徳島市出身である。彼と私は、小学校、中学校、高等学校、および大学

院が同じ学校で、中学校と高等学校では同じクラスであった。佐藤君は中学時代か

らの天文少年で、中学時代には同級生の村井忠之君と二人で、昼休みには毎日、太

陽黒点の観測をしていた。二人のクラブ活動は、徳島では大変有名になり、新聞で

も取り上げられた程であった。私はずぼらで、「天文学は夜眠れないから嫌だ」と

思い化学者になった。一方、佐藤君は初志を貫徹して、東大大学院で天文学を専攻

して、旧・緯度観測所に就職した。前記のように、緯度観測所は国立天文台・水沢

ＶＥＲＡ観測所となり、佐藤君はそこで国立天文台・教授として定年を迎えられた。

佐藤君の一家は、水沢に愛着があるようで、定年後から現在まで水沢に住んでおら

れる。そこで、私は「これ幸い」と思い、佐藤君に水沢の銅像撮影を依頼した次第

である。 

③私は結婚して今年で 49 年目になる。私が結婚した直後に、緯度観測所に勤めてい

た佐藤君から手紙があり「林君の奥さんの伯父さんの上田 穣先生は、緯度観測所に

勤めていた」と知らせていただいた。緯度観測所の古い資料も同封されていて「当

時の技官は、木村榮先生と上田 穣の二人きり」であった。私は「今日の技官は、大

学では最下位の職種であるが、大正時代には帝大出身のエリートの職種であったの

だなあ」と驚いた記憶がある。私が理研に在職中（1969-2002）は、佐藤君から頂い

た上田 穣の資料は、私の部屋に大事に保存してあった。しかし、私の定年退職のど

さくさに紛れて、本資料は行方不明になった次第である。この点に関して、私は佐

藤君と穣伯父に済まなく思っている。 
ウィキペディア「上田 穣」の項目を以下に引用する。 

上田 穣（うえた じょう：1892.2.6-1976.11.13）は日本の天文学者。徳島県出身。1916

年に東京帝国大学理科大学星学科卒業、水沢緯度観測所の技師となる。1929 年に理学博士

号を取得し、1931 年に京都帝国大学理学部教授となる。京大時代は理学部宇宙物理学教室

の創設者・新城新蔵に師事し、花山天文台長や生駒山太陽観測所長を務めた。1955 年に京

大を定年退官し名誉教授となる。退官後は京都女子大学教授、生駒山天文博物館長、日本

図４．木村榮先生のお孫さんの一人である

茅幸二氏  

本図は、８）のサイト/7より借用。 

なお、幸二氏の略歴は、８）のサイト/7に

記載されている。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-78.pdf
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暦法協会長を務めた。長男は物理学者の上田正康。 上田の名は 1953 年 10 月 11 日に三谷

哲康によって発見された小惑星に名付けられている。上田の名がつけられた小惑星につい

ては1619 Uetaを参照。  

 

（４）日高神社の佐々木佐五平像 
日本銅像探偵団サイトの「銅像指名手配」欄には「佐々木佐五平・・・岩手県奥

州市 日高神社参道口に当たる蔵のあるポケットパーク内」と記載されていた。そ

こで、私は佐藤君に佐々木像の撮影も依頼した。ここで、私は「佐々木佐五平なる

人物」、「日高神社」、および「蔵のあるポケットパーク」が初耳だったので、そ

れらを調査した。先ず、日高神社と佐々木像の場所を特定する必要がある。私は水

沢の資料を色々と調べたが、「日高火防祭」のパンフレット（９）のサイト/g）に

適切な地図を発見したので、図５に示す。 

 

 
図５．「日高火防祭」のパンフレット 本図は、９）のサイト/gより借用。 
➀：日高神社、②：佐々木佐五平像。 
 
 私は次に「水沢 蔵のあるポケットパーク」で検索してみた。すると、10）のサ

イト/mに、蔵のある小公園の写真が記載されていた（次ページの図６左を参照）。

私は「なるほで、ここが“蔵のあるポケットパーク”か」と納得できた。さらに、

11）のサイト/で、蔵と佐々木像が同時に写っている写真（次ページの図６右を参

照）を発見した。これで、私は蔵と佐々木像との位置関係がよく分かった。 

 

➀ 

② 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%89%E8%B0%B7%E5%93%B2%E5%BA%B7&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%89%E8%B0%B7%E5%93%B2%E5%BA%B7&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%94%B0_%28%E5%B0%8F%E6%83%91%E6%98%9F%29
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://mizusawa-kankou.sakura.ne.jp/sblo_files/zplaza/image/E781ABE998B2E7A5AD2014-1.jpg
http://mizusawa-kankou.sakura.ne.jp/sblo_files/zplaza/image/E781ABE998B2E7A5AD2014-1.jpg
http://kappaclub.jp/page4/tedukuri0311.htm
http://kappaclub.jp/page4/tedukuri0311.htm
https://plaza.rakuten.co.jp/tabioshu/diary/201305010001/
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図６．左：水沢・蔵のあるポケットパーク 本図は、10）のサイト/mより借用。 

右：蔵と佐々木像 本図は、11）のサイト/より借用。 
 
 図７左には、佐藤弘一君が撮影した佐々木佐五平の座像を示す。図７右には、

佐々木像の銘文を示す。本文より、「水沢火消しの祖である佐々木佐五平翁の銅像

が、平成 24 年３月に、心の街創造実行委員会により設置された」ことが分かる。 
 

  

図７．左：佐々木佐五平の座像 本写真は、佐藤弘一君が撮影。右：佐々木像の銘

文 本図は、12）のサイト/lより借用。 

http://kappaclub.jp/page4/tedukuri0311.htm
https://plaza.rakuten.co.jp/tabioshu/diary/201305010001/
http://tetsu1965.cocolog-nifty.com/karugamo/2015/04/post-2563.html
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 ここからは、水沢の紹介を簡単に行う。先ず、「心の街創造実行委員会とは何ぞ

や？」が問題になる。13）のサイト/lに次のような説明がある。 

横町交差点の角にある小広場（多分、ここが「蔵のあるポケットパーク」であろう）に、

心字の街水沢と横町組町印（ちょうじるし）の説明板がある。水沢は、旧奥州街道の宿駅

の一つとして形成され、江戸時代から宿場・火移動交通関係や魚網生産等の産業で発展し

てきた。町の中心である水沢城と六町（川口町、立町、柳町、大町、横町、袋町）は、防

衛上の理由と繁栄の願いから「心」の字形を象って整備されたといわれている。また、水

沢の近世の歴史は、度々起きた大火との戦いの歴史でもあった。留守宗景の時代、江戸の

大火を契機に、水沢でも火消しの原形となる組織ができた。その後、村景の時代、江戸の

町火消組織に習い、六町に火消組が編成された。 

 なるほど、上記の説明で、水沢が「心の街」と呼ばれている理由が分かった。そ

れでは、「留守宗景」や「「留守村景」」とは何者であろうか？ 

ウィキペディア「伊達 村景」によれば、伊達 村景（だて むらかげ：1690-1753）は、

江戸時代中期の武士。陸奥国仙台藩一門第三席・水沢伊達家 6 代（留守氏 23 代）当主。

村景の当主在任期間は 57 年と水沢伊達家歴代で最も長く、1714 年の水沢城の大規模修繕

など数々の事業に取り組んだが、水沢城下では享保年間に限っても、享保 3 年（1718 年）

2 月 30 日、享保 18 年（1733 年）3 月 18 日、享保 20 年（1735 年）2 月 22 日の 3 度にわた

って大規模な火災が発生し、特に享保 20 年の火災では 168 戸を焼失した。これらの火災

が発生するたびに、水沢城下の復興費用調達のため仙台本藩蔵元の大文字屋から多額の借

金を余儀なくされ、苦しい領地経営を強いられた。なお、借金の返済は孫の村儀の代まで

かかっている。村景は火事対策の一環として家臣・佐々木佐五平に命じて民間の消防組

「臥煙組」を組織させたが、その記念行事が日高火防祭の起源であるともいわれる。 

 上記の説明で、伊達村景が水沢伊達家６代で留守氏 23 代の当主であったことが分

かる。ここで、「佐々木佐五平」と「日高火防祭」がやっと登場した。先ず、「留

守氏」のことを調べた。 
ウィキペディア「留守氏」によれば、源頼朝の奥州合戦後、陸奥国の留守職を務めた伊

沢家景を家祖とし、家景の子・家元以降「留守氏」を称す。子孫は代々岩切城を拠点に活

動したが、陸奥国内の大半が北条氏の所領となると留守職は次第に形骸化していく。後に

奥州探題・大崎氏の介入を受けた留守詮家が切腹に追い込まれると伊達氏に救援を請うが、

その代償として伊達氏から次々と養子を送り込まれ（14 代郡宗・16 代景宗・18 代政景）、

16 世紀前半までには、次第に伊達氏の傘下へと組み込まれていった。1590 年、18 代・留

守政景は小田原征伐に参陣しなかったため、奥州仕置によって留守氏は本領を没収され、

以後は甥の伊達政宗に仕えた。1593 年、磐井郡二桜城主となっていた政景は、伊達姓を与

えられ一門の家格に列した。この後、政景の家系は一関城主・金ケ崎城主を経て、1629 年

に政景の子・宗利が胆沢郡水沢城主となり、以降幕末まで同地を治めたことから、同氏は

「水沢伊達家」と呼ばれる。 

 上記の説明で、「留守氏」が伊達氏に乗っ取られて「水沢伊達家」になった事情

が分かった。次に、「佐々木佐五平」と「日高火防祭」を調べてみよう。 

ウィキペディア「日高火防祭」によれば、日高火防祭（ひたかひぶせまつり）は、岩手

県奥州市水沢で毎年 4 月 29 日に日高神社例大祭に実施される火防祈願の祭。300 年を超え

る歴史を持ち、祭に使用される囃子は火防祭の「屋台囃」として岩手県指定無形民俗文化

財に指定されている。京都の祇園祭を模した華やかな祭。豪華絢爛なはやし屋台が繰り出

され、町中を練り歩く。祭は各九町組から「町印」「打ちばやし」「はやし屋台」の三つ

の屋台が繰り出す（駅前三町組・城内組・吉小路組は明治以降の参加町組のため、町印、

打ちばやしは持たずはやし屋台のみである）。 

http://hitosh.web.fc2.com/10osyudo25/367yokomachi.html
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ウィキペディア「日高火防祭」によれば、祭の起源を明示する資料は残されておらず、い

くつかの説が提示されている。代表的なものとして以下の二説がある。 一つは、水沢城

主・伊達宗景（水沢伊達氏第 4 代）が公務で江戸に滞在していた折、1657 年 1 月 18 日に

発生した振袖火事に遭遇し、この時の江戸の惨状を目の当たりにした宗景は、水沢に戻る

と火防対策として民間消防隊を組織するとともに、産土神の日高妙見社の「日」は「火」

に通じ、同社の境内にある水沢伊達氏の祖霊社・瑞山神社の「瑞」は「水」に通じるとし

て、人智の及ばぬ災害を神仏の加護によって未然に防止しようと、両社において火防祈願

の祭事を創めたという説である。 もう一つは、1735 年 2 月 22 日に水沢城下で 168 戸を焼

く大火が発生すると、時の城主伊達村景（水沢伊達氏第 6 代）は「家臣の佐々木佐五平」

を江戸に派遣して火消しの技術を習わせ、城下に民間消防隊「臥煙組」を創設した。その

記念行事が火防祭の発祥であるとする説である。  

図８に、日高火防祭の「はやし屋台(柳町組)」を示す。当祭では、このような屋

台が９台も繰り出し、鄙にはまれな豪壮な祭りであるようだ。 

 

図８．日高火防祭の「はやし屋台(柳町組)」 本図は、ウィキペディア「日高火防

祭」より借用。 

 
14）のサイト/lには、日高神社や初代の水沢藩主・留守宗利（1590-1638）公に関

する説明が記載されている。以下に、その概略を示す。 

日高神社の御祭神は天之御中主神（妙見菩薩）、火産霊神、御年神、大年神、若年神、

水波乃賣神、大国主神、倉稲魂神。弘仁元年（810）第 52 代嵯峨天皇の勅命により勧請。

征夷大将軍源頼義・義家父子が前九年・後三年両度の役で戦勝祈願に訪れたと伝え、伊澤

氏（留守氏）を始めとする東北鎮護の国司、奥州藤原氏、伊達氏などから崇敬を受けてき

ました。嘉応 2 年（1170）に藤原秀衡が再建。慶長年間（1596-1615）に伊達政宗が再興。

寛永 9 年（1632）現社殿を初代水沢城主留守宗利（伊達宗利）が改築。1,518 坪の境内に

は寛文 8 年（1668）紀年銘の石燈籠や水沢城主の留守宗利・宗直父子の墓所、源義家が安

https://blogs.yahoo.co.jp/sadisticyuki10/13275614.html
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倍貞任を討った太刀を洗った場所と伝わる太刀洗川の碑、昭和 49 年 9 月に建立された留

守宗利の銅像等があります。 

日高囃由来碑…『日高妙見宮は弘仁元年の創建といわれこの地方守護神として祭られて

いた。火防祭「ひぶせ祭」は古くからこの神社の神事であったが現在行われている火防祭

の形態ができたのは徳川時代になってからである。本殿は三間社流造銅板葺。寛永 9 年

（1632）の留守宗利による改築と伝えており、岩手県においては江戸時代前期にまで遡る

数少ない本殿であり、独特の虹梁と蟇股等には室町時代の手法も見られる貴重なものとな

っています。平成 2 年（1990）国重要文化財指定。 

 上記の説明で、水沢の日高神社は古来からの日高見国の伝統を受け継いでいる由

緒正しい神社であることが分かった。なお、日高神社にある留守宗利公の銅像は、

日本銅像探偵団サイトに収録されている。私は、「日高火防祭は『アテルイの時

代』からの『東北蝦夷文化』による神事が、水沢藩により『消防祭』に転用された

のではないか」との私見を持っている。本稿の最後に、貴重な時間を割いて、銅像

の写真を撮影して下さった、佐藤弘一君に感謝する。 
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