
アースダイバー琴海塾

 
 

写真

－ －45



塾長 鈴木 飛鳥

■ 塾長コメント ■

琴海はおもしろい。理由は つある。 つ

は謎が多いこと。本塾の研究調査対象は、琴

海の歴史と自然であった。平成 年、旧町

のなかで最後に長崎市に合併した琴海。

年前は大村藩領であった。土地の民衆宗教の

施設を壊しキリシタン一色になった時期もあ

り、また禁教期には、今度は教会を壊し寺を

建てた。そして今に至る。外から注目される

ような“世界遺産”となる史跡が見つかって

いないため、琴海の大人たちの土地の歴史へ

の関心は高くない。一方、琴海の小学生たち

は土地の在り方をよく知っている。どこに小

道があり、どこの小山にどんな祠
ほこら

があるのか。

何故だろうか。琴海の地理的特徴でもあり、

暮らしの利便性をぐっと増した国道 号

線は、琴海の大人たちから「さるく（歩

く）」ことを奪った。人間も動物である。環

境を理解するためには文字だけに頼っていて

は不十分である。実際に自分の足で歩き、風

を受け、光のさし方ひとつに感じ入りながら、

土地と対話ができてこそ、環境は自分の味方

となる。大人が箱型運搬機械である自動車の

恩恵に預かっている間、琴海の小学生たちは

毎日毎日、何キロもの小道や山道をせっせと

歩いて登下校している。そして地域で誰より

も、土地の隠れた魅力や謎を知っている。私

たち大人もこれを知りたければ、やはり頭だ

けで理解しようとせず、建物から出て、車か

ら降りて、歩くしかない。琴海は国道が通っ

て以来何十年も歩いて来られなかった土地で

ある。だからこそ歩いて、調べ甲斐がある。

開講から約 ヶ月の活動の間、輪は広が

り、思いも寄らぬ展開になった。新しいこと

が起きる。それが面白い理由の つ目である。

琴海人は、何だかよく分からないものに手

を出したりするうっかり者ではない。本塾の

主たる活動は少数でひっそりと始まったが、

最後は 名集まる講演会が開催できた。

「何かやっているぞ」と見守ってくれていた

人々がいる。「なるほど、琴海の昔を調べて

いるのだな。歴史が無い無いと言われてきた

が、やはりそんなことは無い。琴海にも歴史

や文化があるのだ」と、ひそかに思っていた

老若男女が、今やそのときと、北は尾戸から

南は西海まで現れてきた。「うちにも昔の古

文書がある」と。

今年度の活動では、集まった情報や史料の

半分も整理・解明できなかった。今後の課題

である。また、こうした有形無形の過去から

の贈り物を本塾では「宝」と呼んでいる。そ

して、地域の方々と「やはりこれを活用した

い」という話に展開した。“世界遺産”では

ないものの、琴海の宝として活用できないも

のか、と。ここに至り、地域の行政からも

「そちらで集めている資料の保管を考えてい

る」との連絡が届き、「いや未だ活動途上で

調査中であり、今取り上げられては困る」と

いうようなこともあった。

当初予定していた琴海の歴史自然の「調

査」という小規模な活動の成果を「まちづく

り」へと活かすことが今後期待できる。
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■ 塾の目的 ■

本塾の目的は、現地を見てさるき、五感を

フル活用して、地域の歴史と自然を体感し、

後世に残すことである。

本塾のアースダイバーという手法は、人類

学者の中沢新一氏が東京や大阪で試みた、ま

ちの歴史地理的理解の一方法である 中沢新一

『アースダイバー』講談社、 年 。その

特徴は、縦横無尽に交差する歴史時間と地理

空間の把握の自由度の高さにある。

文字資料のみの解明に限界がある琴海には

適しており、現代に残された遺物や地形の機

微を手がかりに、私たちが歴史を想像する余

地を残してくれる。調査対象は、教科書に載

るような大文字の歴史ではなく私たちが寝起

きし暮らす土地の歴史である。それを頭の中

だけでなく、自然環境や残された史跡や手に

取ることのできる遺物などを元に理解する。

■ 塾の研究・活動内容 ■

塾活動は、月 回程度、座学またはフィー

ルドワーク、イベントや視察などを合同でお

こない、個別には週 程度で活動を進めた。

塾生は、琴海の地域づくりにかかわる実践

者や歴史好き、自然好きな方々が集まった。

塾生以外にも多くの方が協力してくださった。

主な活動対象は、春から夏にかけて戸根・

長浦、夏から秋にかけて形上、冬は尾戸と北

上した。琴海北部に集中し、南部の村松・西

海までは時間切れで届かなかった。琴海は広

かった。知る人ぞ知る琴海のヒスイについて

の調査・講演は知られると盗難のおそれがあ

ること、大村湾での調査活動は海の危険があ

ることなどの理由で塾では実現叶わなかった

が、これらも琴海の謎であり宝であるため、

琴海全体の今後の調査課題でもある。

また、形上小学校 月 、尾戸小学校

月 では、児童や地域の方々と共に学校と地域

の記録撮影をおこなった。また先進の活動と

して「三重地区ふるさとウォーキング」

月 を視察し、地域への還元を兼ね、琴海歴史

講演会 月 を企画し実行した。

■ 塾活動の成果 ■

塾活動の効果は、琴海に関心を持つ人々の

存在を顕在化したこと、郷土への愛着をより

深めることができたことである。

また記録映像の一部を作品として、形上地

区の映像を 月の「形上まつり」に、尾戸

地区の映像を平成 年 月の尾戸小学校の

閉校記念に提供し、本塾が地域にわずかなが

らも貢献できたと自負している。

塾活動を通して私たちが実感したことは、

①琴海には史跡を含め素敵な場所が沢山ある

こと、②それを各自の地元地区以外なかなか

知らなかったこと、③車移動だと目的地以外

おりないため、道草やまちあるきの機会がな

いこと、④琴海の素敵な場所を知り、人に教

えてあげ、琴海の魅力を内にも外にも広めて

いけたら良いということ、である。

その方法として史跡さるくや史跡ウォーキ

ングを将来検討しており、また琴海を広める

「案内人 ナビゲーター 」の取組みを考えて

いる。琴海の地域づくりに少しでも貢献でき

れば良い。

最後に。長崎市の最北部琴海は、市内総人

口 万分の僅か 万 千人。そこに 数

の自治会と 校の小学校がある。その皆さま

方にも大変お世話になりました。ありがとう

ございました。本塾を通して「琴海はおもし

ろい！」というメッセージが子どもから大人

まで広がってくれれば嬉しいです。
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アースダイバー琴海塾 活動記録

日 時 場 所 内 容

平成 年

月 日 火 長崎歴史文化博物館 長崎伝習所「塾」開所式

月 日（土） 琴海文化センター 長浦・戸根の学習とフィールドワーク

月 日（火） 長崎市形上小学校 郷土学習の参加

月 日（土） 琴海さざなみ会館 形上の学習とフィールドワーク

月 日（木） 形上地区 形上地区の記録撮影

月 日（木） 琴海文化センター 琴海地区の歴史資料の整理

月 日（土） 琴海文化センター 琴海地区の歴史資料の整理

月 日（土） 琴海南部文化センター 琴海史談会と琴海歴史学習

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
琴海地区の歴史資料の整理

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
琴海地区の歴史資料の展示準備

月 日（土） 琴海四季彩館 認知症カフェでの活動紹介の展示

月 日（金） 琴海さざなみ会館 歴史講話の聴講

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
琴海地区の歴史資料の整理

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
琴海地区の歴史資料の整理

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
琴海地区の歴史資料の整理

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
琴海地区の歴史資料の整理

月 日（木） 長崎市立尾戸小学校 尾戸地区の撮影の打ち合わせ

月 日（土） 尾戸地区 尾戸地区の撮影の下見

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
尾戸撮影の準備。伝習所まつりの打ち合わせ

月 日（月） 尾戸地区 尾戸地区の記録撮影とフィールドワーク

月 日（木） 尾戸地区 尾戸地区の映像打ち合わせ
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日 時 場 所 内 容

平成 年

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
伝習所まつりの準備作業

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
伝習所まつりの準備作業

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
伝習所まつりの準備作業

月 日（木） 長崎市内 伝習所まつりの準備作業

月 日（日） 三重地区 三重地区の視察

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
伝習所まつりの準備

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
琴海歴史講演会の周知発送作業

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
伝習所まつりの準備作業

月 日（木）
琴海地域センター長浦事務

所内スペース
伝習所まつりの準備作業

月 日（土） 琴海地区 伝習所まつりの準備作業、歴史講演会の準備

月 日（金） 琴海地区、琴海四季彩館 琴海歴史講演会の開催

月 日（金） 琴海地区 伝習所まつりの準備作業

月 日（土） 琴海地区 伝習所まつりの準備作業

月 日

水・祝
ベルナード観光通り 伝習所まつり

月 日 土 琴海地区土井浦 活動振り返りの会
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主な活動

平成 年度、本塾では琴海中・北部（戸

根～尾戸）を中心に、関連する資料を集め、

これを読み、現地調査をおこなった。その過

程で地域の小学校と映像制作などの協働作業

もおこなった。また後半では、今後の活動の

参考となる先進事例として三重地区の史跡の

視察をおこない、活動成果の社会還元として、

琴海の郷土史の講演会を地元琴海で主催した。

■戸根・長浦地区

①長浦墓地五輪塔

長浦墓地に三基並んでいる高さ の

五輪塔。琴海長浦の江戸期からの地頭
じ と う

・針
はり

尾
お

家

の墓。大村藩の史資料である郷村記の長浦村

の項目に「路傍
ろ ぼ う

に地頭・針尾氏代々の墓あり」

と記述があり、この墓群のことと推定されて

いる。

②長浦恵美須

海上守護神。琴海地区内 か所あるうちの

つ。正月 日には現在でも、例祭「二十

日恵美須」がおこなわれる。郷村記には「浦

海大築立恵美須。神体石像、例祭正月二十日、

石祠、境内七尺四方海上石垣築上安置、寛政

七年十月二十五日建立・志田源兵衛」と記述

がある。

③小崎
こ ざ き

城
じょう

址
し

中世末期のものと伝わる山城の砦の跡。中

央公園内の頂上にある。琴海には、大村湾に

向かって山城が数か所置かれた。

④自證
じしょう

寺
じ

万治元年 年 開山。本経寺を本山と

する大村ハケ寺のひとつ。浅田左門前安の子

安昌が大村純長公を開基として、祖母である

伊奈姫こと自證院妙安の菩提をとむらうため

に建立した。伊奈姫は、日本初のキリシタン

大名大村純忠の娘であり洗礼はマリイナ。戸

根に教会をつくり、生涯をクリスチャンとし

て全うした。夫・純盛の法名が本住院常安、

伊奈姫 マリイナ が自證院妙安であり、この

両者の法名をとり、本住山自證寺という。
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⑤神上
かみあけ

の薬師様

江戸時代の長浦村の鎮守社。鳥居は、明和

六年 年 建立。杉並木の中に釈迦堂も

ある。

 
 
⑥神上の山の神

戸根原川の上流に、大岩石のなかに鎮座す

る山神。巨大な石鳥居と常夜灯が立つ。

⑦長浦の山の神

旧県道に沿う北川の上流に鎮座する。祠堂

はなく、自然石を祀る。

 

 

⑧石積み民家

百年以上前と思われる自然石を積み上げた

伝統的な石積み。一般の民家の石段や外壁で

ある。琴海・外海地区で見られる。

 

■形上地区

①大江の宝塔さま

明治 年、日蓮上人六百年遠忌に建立さ

れた。琴海地区には、およそ八基の宝塔さま

が確認されている。日蓮上人の井桁橘紋を中

央に、右に題目、左側に千部と刻まれている。

「題目千部」とは、法華経に帰依する意味の

南無妙法蓮華経を千回唱えたとの意味である。

月 日の千日詣り、 月 日の御願

成就がおこなわれる。
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②三輪神社

郷村記には「形上村鎮守・在老崎、智頭権

現。」「観世音菩薩 木立像堂九尺方、文化二

年十一月建。当社は寛永十年形上村荘屋相川

新右衛門建立、元禄の期に佛体天の御鉾とあ

り」と記述あり、祭神は智津大権現とされて

いる。明治神社明細帳には大物主命と書かれ

ている。

③形上小の五輪塔

平成 年の長崎県文化振興課と石物研究

社の大石一久氏の調査により、大永 年

の銘が確認された。

琴海地域一帯が、キリスト教化される以前

の時代の貴重な史跡と推定される。今後の調

査の進展と保存が待たれる。

④形上の山の神

楠、クチナシ、榊におおわれた中に石灯籠

と石祠がある。新旧の つの鳥居が目印。正

月、 月 日に、まつりがある。

⑤清
せい

正
しょう

公
こう

さま

村会議員の西村音作が、大正 年

に形上郷の守護神として肥後の仏師に依頼し

てつくられた。現在も地域では講がおこなわ

れ、大切に祀られている。
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⑥舞岳城 城の辻

地元の豪族相川知仙が喜々津主殿を迎戦した

山城。郷村記には、「舞岳の古城。荘屋門前よ

り亥の方五町余の処にあり高さ麓より登り二

町三〇間。頂上東西一二間南北一町今は野畠

なり。乾の方石垣築立、腰廓の形あり、艮の

方絶壁、巽の方石垣あり、南の方大手と見へ

たり。元禄の記に、此城相川知仙と云者籠り、

喜々津主殿と云う者と迫合、右時代取合の様

子不分明と云々」との記述あり、この通り旧

荘屋跡から北北西の山に位置する。

形上小学校の協力のもと、舞岳城を中心と

した地区の空撮をおこない、記録映像を作成

した。また映像の一部は形上まつりで地域住

民に向けて上映された。

写真：形上湾の空撮

写真：形上まつりでの上映

■尾戸地区

平成 年度をもって、明治 年の開校以

来 年の歴史ある尾戸小学校が閉校を迎

える。在籍数が最も多かったときで、 名

昭和 年 の在籍数であったが現在では、

全校生徒 名である。

写真：茅葺
かやぶき

屋根
や ね

時代の尾戸小学校 年

写真：創立百周年の尾戸小学校 年
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そこで、本塾では尾戸と尾戸小の歴史を調

べ、また尾戸小学校と自治会の協力のもと、

尾戸小学校を中心とした空撮をおこない、尾

戸小の歴史を振り返る映像を制作。尾戸小学

校閉校記念式典で上映された。

写真：尾戸小閉校記念映像

写真：尾戸小学校閉校記念式典での上映

■三重地区の史跡視察

平成 年 月 日

三重地区では、地元三重の体育会、連合自

治会、史談会などが協力して、地域住民が地

域の歴史を学ぶウォーキングを開催している。

塾活動を通して、より琴海の歴史を私たち住

民が調べ学ぶためには、どのような取り組み

ができるかを検討してきた。その先進事例と

して参加者 名で、三重地区の視察をおこ

なった。

①東樫山と西樫山

樫山町は江戸時代には、大村藩領の西樫山

と佐賀藩深堀領の東樫山に分かれていたが、

ここから見える集落は、赤岳 神山 の麓の盆

地に隠れ里のように広がっている。

②東樫山大神宮と殉教者茂重翁碑

天領内での浦上地区では江戸時代 回の崩

れが起こったが、三番崩れの時には東樫山に

まで類が及んだ。東樫山の茂重は佐賀藩の厳

しい拷問に遭い、牢死してしまった。これま

で東樫山では踏み絵などは行われず、天福寺

も見て見ぬふりをして比較的安全に暮らして

いた。この浦上三番崩れ以後、東樫山のキリ

シタンは口を閉ざしてしまい、明治時代にな

ってもカトリックに復帰しなかったという。

写真：殉教者茂重翁碑

③淵竜山天福寺 曹洞宗

寛永元年 に深堀菩提寺の末庵とし

て創立された。天福寺は東樫山・黒崎・出津

などの佐賀領のキリシタンの宗門改めや葬式

などを行っていた。ただ隠れキリシタンたち

は、表面だけ従い、普段はバスチャンの教え

に従っていたという。明治以後、お寺の努力
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によって、ほとんどが天福寺に帰依するよ

うになったという。門の側に立つ「藩境石」

はかつて畦町のみなと公園から上がって来た

ところにある桜の首交叉点のところに建って

いた。「桜の首」藩境石の北側が大村藩領で、

南側が佐賀藩領である。

④西樫山キリシタン墓地

西樫山地区は、東樫山と同様に隠れキリシ

タンの村であったが、キリシタンの取り締ま

りが厳しい大村藩領であったため、信仰を守

る組織が壊れ、東樫山のように表立った信仰

を守るという姿は見られなかった檀那寺は三

重の真宗正林寺である。墓石などの隠れキリ

シタンの村々とほとんど変わりがなかった。

⑤道盛神社

西樫山地区には、かつては各所に古い石碑

が転がっていた。ところが、地域で信頼を得

ていた祈祷師のお告げにより、ミチモリサマ

と呼ぶ石碑をご神体にして大正時代の末頃、

「道盛神社」を創建し、地域の鎮守様として

祭るようになった。

 
写真：道盛神社

⑥西樫山の精霊流

三重地区で唯一、現在も精霊流しの行事が

行われている。西樫山の つの地区でそれぞ

れもやいの精霊船を作り、千ケ塔の浜辺まで

運び降ろして流している。

⑦樫山教会

明治時代になって信仰が自由になったとき

に、東樫山の人々は、先祖の教えとか、護っ

てくれた天福寺の縁を大切にするという思い

で、また西樫山の多くは昔のまま隠れである

ことを選んだという。ただ、 軒の方々が、

カトリックに戻っている。

大正 年に黒崎教会の司祭によって樫山

教会が造られた。現在の黒崎教会は大正 年

月に完成している。赤レンガの天主堂は

完成までに 年の歳月を要した。

写真：樫山教会

※史跡説明をしてくださった史談会の説明文

文責：江越弘人 を参考にした。
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❀視察感想

「当日は小雪舞う寒いなかでしたが、久し

ぶりのウォーキングをみなさんと楽しみまし

た。三重地区と畦刈地区、近いのに話す言葉

が違うそうです。中学で一緒になって、お互

い話してる言葉が違いわからんかったそうで

す。近くでも地区によって、習慣や文化の違

いもあります。

琴海でも、ぜひその地域の歴史や慣わしな

ど伝承の意味も含めて、地域ごとに分けて、

詳しい方の案内を聞きながらの琴海散歩がで

きたらと思います。」（樋口明子）

「ウォーキングとしては、丁度良い距離で

あり各ポイントで史談会の方々の説明があり、

大変勉強になった。隠れキリシタンの墓石も

多数残っており、なかには所有者不在の墓石

もあろうかと思うが、取り除くことなく存在

していることは、地域の住民の方々の先祖に

対する思いが感じられた。

琴海では琴海の歴史の何にポイントを置き学

ぶかを検討する事が必要ではないだろうか。

※樫山地区では隠れキリシタンであった。」

（宮田一博）

「興味深く史跡や歴史を知り、また、自然

や町並みも見て楽しませてもらいました。こ

のイベントは、郷土の史跡や歴史を紹介する

人、安全な歩行を守る人、健康増進や地域親

睦の場を提供する人など全て三重地区の人た

ちで運営されていました。史跡を紹介する看

板作りや安全な道路横断のための誘導、ゴー

ル後のつみれ汁のもてなしなど、地域で考え、

地域で話し合い、地域で作業して一つの行事

を自分たちで作り盛り上げている地域住民の

姿にも感心しました。」（匿名）

「車で通ってしまうので、今回歩きながら

のその地でのなりたち、歴史を身近に感じら

れとても良かった。史談会の説明があり、興

味がわいてきた。」（峯田正子）

■琴海歴史講演会

(平成  年３月  日、於琴海四季彩館)

地元琴海の人々が琴海の郷土史を学ぶ機会

を作ろうと塾で講演会を主催した。琴海戸根

の自證寺で菩提をとむらわれている伊奈姫

洗礼名マリーナ は、日本初のキリシタン大

名である大村純忠の娘でもあり、天正遣欧少

年使節団のひとり千々石ミゲルのいとこにあ

たる。こうした縁から、伊奈姫の嫁ぎ先であ

る浅田家と千々石家は親交があった。このこ

とは琴海で広く知られていない。

そこで、塾では、長崎県文化振興課の橋本

正信氏に「千々石ミゲル墓所と琴海」のテー

マで講演会をお願いした。

地域の自治会や小中学校に呼びかけ、講演

会当日 名を超える参加者が集まり大盛況

であった。

写真：講演者の橋本氏
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写真：熱心に聞く参加者たち

写真：琴海史跡地図や資料

❀講演会感想

「専門的な話が聞けてとても良かったです。

千々石ミゲルが どこで生きて、どこで死ん

だかを想像するだけでもロマンです。伊奈姫

のこと、宗教の事をもっと掘り下げて知りた

いです。今回の講演会で琴海の歴史にいかに

皆さんが、関心があるかうかがえました。」（佐

木杏子）

図：琴海歴史講演会ポスター

■今後の展望

今年度の塾活動の成果をもとに、今後も琴

海の歴史と自然の市民調査を続けるとともに、

まちづくりとして、地域住民が各自の視点で

一押しの場所を見つけ、それを紹介する「き

んかいナビゲーター」の仕組みづくりや、琴

海地区での「歴史さるく」のコースづくりを

おこなっていきたい。

 
図：琴海の一推し地点を紹介するナビゲータ

ーカード（デザイン： ）

－ －57



アースダイバー琴海塾

塾長 鈴木飛鳥

北岡弘恵

佐木杏子

柴田賢治

曽根ひろみ

朝長武雄

稗圃健史

樋口明子

平繁俊

平山恵子

深堀信子

福岡洋典

峯田正子

宮田一博

山下洋介

事務局員
琴海地域センター

神近正

－ －58


