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神社には芋茎大量  
墓重要担してあがめられて   

■  ■  

ぐj＿，嘩土  傭市矧4柑＿－  
主祭神が百襲姫の水主神社。境内には、百襲姫の御陵と貢い伝えられて  

いる塚があります。百襲姫は、倭国の争乱を避けるため大和から丹で海に流  
され、潮の流れのままに、大内  

郡馬篠浦、そして安戸の浦に流  
れ着いたといわれています。そ  

して、鎮座する場所を探し、水主  
という場所にとどまることを決  

めました。のちに、この地で姫を  

水主大明人としておまつりした  

のだと伝えられています。百襲  

姫は、治力、水利に神威を発揮  
したと伝えられています。  

基経右  
MAP 磯野禅尼の生誕地呂  
莱かが打有朋許 

挙御前の母、磯野禅尼はこの地  
で生ま礼、京の都で学芸を学びま  
した。長承二年（1134）、都へ上る  

船にうっかり乗ってしまった少女  

「イソ」は、12歳のとき、芸能を指  

南する青柳師匠のもとで下女とし  
て働き始めます。内弟子となり  
「磯」と改め芸道を学んでいた折  
に、後白河法皇の寵臣、藤原朝臣  
通憲に認められ、24歳で芸能の格  

式「禅師利率賜り二門を癌える皐  
うになりました。磯野禅尼は晩年、  

鎧  兼かがわ市馬宿248   

源義経一行が馬を休めた地が馬宿。  

海蔵院東海寺で休息し、義経が鞍をかけ  

た鞍かけ松（現在は枯死）、兵たちが馬  

壷二1  経と吾野で別れた静御前とと  和保育戸  
なりました。  

一種峠凱酬  ちょうなとぎの硝酬   
源義経一行が越えたという峠。大坂峠から約5キロほど西にある山越えの道が＝本あり、 山越えをした武蔵坊弁きが切れ味がいまひと  

四国入りした義経が兵を二軌こわけ、大山越えと一本松越えを駆け抜lナたといわれていま つと手斧を研いだ石があると伝えられています○  
す。なお、この説のほかに、大坂峠を越えたという説もあります。（P6大坂峠）   



白鳥の松魔  クスノキ   

古くは「三豊の磯吼と称しし通称董汀御 樹齢700年から8PO年のクスノキ。樹高  
山」と呼ばれています¢樹雛錘を数昇る 3ロメートル、革周囲速7．6メートルの大きさ  

老松が生い茂即日泰の酉砂青松百選」に一です。県の保存木ぞ「か野り100選」に選ば  
選ばれています。  れています。  

、部元親と戦った豊臣方の仙石秀久の家臣、森権平は  
琴勇顔群の勇士セあり1、その武勇を称えるととも  
に＼摘歳という毒草で戦死したそ呵霊を憩めるため  

て  
が奉納さ職ています 

。 
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Legend－10sen  

丸亀畠・絹  のイ云言   

ます。水主神社の闘触谷（あかん谷）や楠池の底とつながっているとも伝えられ  

ています。日照りの時、この洞穴で雨乞いの祈祷をすると必ず竜神が雨を降らせ  
てくれるといわれ、かつて宇佐神社（さぬき市長尾）の宮地に住んでいたが、風と  
雨を呼び火のかたまりとなって、この島へ移ってきたという。修験者が「どうして  
この島へ来たのか」と聞いたところ、「訳はないがこの島が住みやすい」と竜神が  
答えたという伝説が残っています。のちに、丸い島に龍を神としてまつったので  
「丸神島」と呼ぶようになり、明治になって測量地図を作るときに地元漁師に島  
の名をたずねたところ「マルガミシマ」を「丸亀島」に聞きちがえて地図に善かれ  
るよぅになったといわれています。網島の玄武岩が柱状に積み重なった「縮島柱  
状節理」は大変珍しく、丸亀島儒島は国の天然記念物に指定されています。  

与歯．脚市花   
水室地区の軍つの山虎丸山本草山・那智山は熊野≡山に  

鳥立でて三神覆うつし重した。本宮山には、7mを越す巨石「く  

じら岩」があります。まるでマッコウクジラが口を開けて海面か  
ら顔を出している様に見えます。くじら岩の周囲を息を止めて  
3周ま由と鱒い事がかなうと声い伝えられています0  

水主三山には、 

に、 
． I 

たとも伝えられています遠く離れた熊野へ参詣する代わりに  
水主宇山謄季酪し、季諸鱒軽挙こなう水垢畷どのみそぎ   



・                 l  

治山の山頂にあ番号治山憎任膠通称I  

旨原意光の息女、安戸姫が悪病昭ため解から流され、引田の安戸に漂流し、蚤   
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引田のまち並み。江戸時代後期には高松  
薄の特産品である砂糖の積み出しや穀物  
などの物資の集散地となったため、多くの  
商家が建ち並びました。その往時をしのぶ  
商家・蔵t庄屋屋敷が今も軒を連ねており、  

国の登録有形文化財（建造物）として登録  

されている建物もあります。   
引田のまち並みこ帯に雛人形を飾る引  

田ひなまつりは多くの来場者で賑います。  

‡・ 
、、  

盲‾‾田城跡   揃．   

荘山の引田城は戦国時代  
サ、j江戸時代初期の山城で  

す這天正15年、豊臣秀吉の  

奉藍生駒親正は讃岐国統治  
晩めに引田城に入城しま  
縫。弓t田は讃岐国の東端  
瀧位置し、政浄経済の中心  

′ 奄あった畿内（大坂）に近し．1  
≡ という理由で讃岐国を治め   

る場所として選ぼれました。  
の棚Jや手許｛  

垣をめぐらせた城で、引  界壱初めて成功じま  
した。この成功はハ  
マチに限らず海面魚  

には当時の石垣が  
います。この総石垣の  

酎ま、高松城や丸亀嘉  類養殖発展の原   



森野  

束かがわ市の史跡を選定しました。  
嘩史的価値の高い史跡もあります。  

1ます。周辺に鍛冶屋敷や下屋敷  

など虎丸城と関係が考ぇられる地名が残っています。  です。源平合戦の折、  
越え、屋島へ向ったとされています。旧道が2～  

3本あって、果たしてどの道を適ったかはわかり  

ません。平成8年に歴史の道百選に選定されま  

かぶら ごし  のろ「し  ぼ   

越狼煙場跡歯鬱竺   
＿－－三＝＝‾ 【「∵干‾丁 

江戸時代末期（19世紀中ごろ）に設けられた異国船  

の渡来を告げるための狼煙場です。雨越狼煙場跡には  

遠見番所跡も残っており、高松藩の海防を知る責重な  

史跡で貫ここ鱒近くには地質名所であるランプロファイ  

ア岩脈（国天然記念榔があり衰す。東かがわ市内には、  
ほかに葛峰狼煙場と湊川狼喋勧噛りま峡ふ葛峰狼  

煙壕は、与治山の頂上付近にあり、切石で四方を司った  

跡が今も森林の中にあるといわれています。蔑川狼煙  

場は、湊川め西岸隈刷印こあったようですが、現在は牽  
．！ぺ」＿． 

古墳時代（7世紀）の横穴式石室の  
古墳です。ここからは引田二帯が展望  
できます。引田を治めていた豪族軒  
埋東軍れていると考えぢれでいます。  
刀剣や土器、鹿輪も趨±さ娩たとい  

㌧われでいますが、現在は行方和れずlこ  
なづています。  

． ＿ゴ▲．▲． の遺跡らしいもあ醜当たりません。．  

その他の史跡10選   



新円河  
Nature－10sen  

東かがわ   

l■ ㌔T   
昭和17年に国の天然記念物に指定  

されました。この付近一帯は花崗岩で、  
これを多数の岩脈が貫き、その断面の  
一部が北側ラ毎岸の断崖に白黒のストラ  
イプ模様となってあらわれています。白  
色に見えるものは黒雲母花崗岩、黒色  
がランプロファイア（煙斑岩）で、花崗岩  

の裂隙に煙斑岩が買入したものです。海  
上に浮かぶ一子島・二子島にも同じ傾斜  
のランプロブアイア岩脈をみることがで  
きます。  

■＋   

華麗国昭軒二∴   





Person－10se▲＿  

t   
農業のかたわら寺男とし（勝覚寺に  

出入りしていました。奇抜な言動は、後  

世になり「庄松ありのまま記」という本  

にまとめられました。法名正真。小砂に  

墓所があり、勝覚寺に銅像があります。   

庄松の言動は数多く伝えられていま  
す。ある時、勝覚寺に詣でた庄松は、本  

尊の前でコロリと寝てしまいました。  

「無作法ではないか」となじると、庄松  

は「親のうちに帰ったのだ。何の遠慮が  

いるものか」と答えたといいます。ま  

た、暑いときに、仏の絵像を竹の先にぶ  

らさ1プて「親様も涼しかろう」と言った  

り、松の木にかけて、うちわで扇いだと  

いう話卑あります。偶像崇拝をたしな  

め、仏とは木で彫ったものや絵にかい  

たものではなく、心の中にあるのが仏  
である。と言っていたということです。  

粁〆二・・・ケ  

車夢  

i   

やま  Lゆう けい  

江戸時代中ころの医師。白砂糖わ製  
造姦輯革ま世準じた横磯白海（1ア9  

0））ふ轟慶l細国瀞の途禰l功、  
か瑚甲良索権助捷瀾良介様  
■l∋▲膚劇 覆二′hヰ尋l－≒ナト上＝1と■Lレ▲l＝＝辞l⊃b上土∫lづ   

国葬窄担  帰郷簡  
してサ  
ましたt  

戻ってぎ  



′．王かがわ市にゆかりのある歴史上′  

数奇や摩挙が後世に伝わっていま′0  

いけ  だト ひこ  しち  

半誓ユ奉養が誓謹  
江戸時代中2るの落合の庄屋。享保†即7畢173ト32岬大   

水害には、葉物の収穫はひと粒もなく、飢え死する者も多く悲惨な   
状況にあえぎました。庄屋であった池田彦七はこの惨状をぁかね   
て、家財を売り払って百姓を助けようとしましたが焼け石に水です。   
ついに、死を覚悟で松平藩至に年貢取立ての延期を直訴するこ賀∈   
しました。そ∈で、妻と息子を耶ル、家屋敷を売り払い、身干つで直 
訴しましたが、獄舎に投ぜられ、翌年獄中で亡くなりまb転触平薄  

く  め えい  ざ「え、もん つう けん   

江戸時代終わりごるの科学技  
術者。坂出塩田の開発でも有  
名。幼いころから手先が器用  
だったと伝えられており、19歳  

の駄犬坂の天文学草間重苦に  
東女臆学を学びました。大坂か  
らめ痛郷後に高松薄から命じら  
れて薄内の測量を行しほした。  
全国を測量中の伊鮨恵敬嘩動  
を共にしたこともありました。  

主がこの実情を耳にし、池田彦七の 
正義感ある行いと農民の困窮を不  
便た思し1、年貢の取立てをゆるめ、  

雇民申生革もどぅにか持ち直す∈  
ができたのだと伝  

その他の人物  

10選   
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Jn  
三本松駅  

棄かがわ市′▼ T  

：、  一■±．ご  

誓願自蟄車道  
上成星〔つへ  

漕   
料び  
二、tぐ  

魯掬袋中辛ヤシプ凱と魯鈍こうえん）  
紳（l脚鄭㈱‡1晰の和恥耶醐掴附11岱一致髄乃）礼帽柑  輌   円－（食事附〒7師2恥1納有害l掛けふl侃（錦79〉棚  

アミーマンボス  ●白鳥抽 ●ベタセルおおちの鴇●粗描纏 ●大池オ可キャンプ場  
籾職印肝卜髄・瞞劇閻〒職制1勧働所伽粥川封斯椚紺1I紬はP‖・1舘て細かめくだ乱l・  憎不剛 14   
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頸サイト1Q選や、史跡10選なぎ、辞しくは束かがわ市ホニムページをご覧ください。  
痛軸鳩選は、有識者や香川大学ゐ学生などで構成される「東かがわ10遼遠走重点会」が選定しています。   


