段Ｕī潦хＨ谗Ｉ￣伦ěＶ桐í［а
Ю菌谬喝ｊＵＬＹｌｇ羔财ｊ匿巫Ｈ＞īа

ない。
Ю钓孟禁拟Ｇě竟偏禁拟ｇＧＭｂ鸣笑Ｑ

决贿 28mě垂藩ｊ熟弹铆èЯ父贿钧蔡┲
mЯ决许勿 600 涩ｄ＠Ｂа两容码害ｊ位巫

í［Я巫摹赂染慕较鸣ｋ鸣贿 91 鲽а十ｋ
墅龋衅ě｛Ｖěèｇ硅＠Я斐ｇ钩冀ò赔ＭЯ

┙啦Ю铆┚
13в瑞谴笑鸣ě窖柯显酗饺藩森抬è

100 選。
Ю羔财ｊ郝巫ｇｋЯ贰缉Ｈ侗á桔Ｇě鳃

羹ò削ＩЯ谢剧ｃ叹晦绚ěＤＯＢǐè
ò跳Ｎ
晋｀а
Ｏｊ轿咕ｋЯ榴眷休＞ī赂染慕较鸣

Ю务揭赛襄谢衙锦鸣ｊ谢衙ｇｋ瑞谴笑鸣
Ｈ徊Ｄīа鸣贿ｋ 141.1 鲽ｄ 136.5 鲽а查

房のように垂
れるものがあ

ｊＢ］Я护腺慕较鸣ｄ好ｌíī寄￣拔芭爸
摆шｆ蔼鞍ǖ败а护腺慕较鸣ｄｋЯ慕较Ｈ

乃ｋЯ钉ò品ＩЯ钨òḿ按ｄ酣胆ＩЯ津ò力
＠渗èЯ汰琴ｊ撕理ò学ōｇЯ嫉剧ò脸è

り、その形状
から乳柱と呼

16 纪ｊｄＩЯ肃衔谓谴涣Ｈ丝＠ｇ索ＳЯｆ
ＧｆＧ呆嘻Ｓｆ＠аＹＯｃ慕较ｋ厕他￣达

棱ＮЯ常剧ò货ｇ求ｂЯ常莫ｃ局繁ｊ醛ò
趣｛｀ＭЯ货ò嫉ｇ僧＿ｂЯ笑｀а
￣Ｂ查乃

称するが、影
向寺の銀杏に

ＧＶЯ盆舞叹晦绚ò￣＿ｂ苔铆ｇ筏īЯＹ
の祈りが叶えられ天皇が平癒されたという

ｋЯ汰琴ｊ撕理ｃ胡ò
ǔ吧ù
ｊ谨ｇ塘ＴЯ常
剧ò脸è棱ＮЯ嫉剧ò货ｇ求ｂЯ嫉莫ｃ局

も乳 柱が多く
ついている。

伝説に基づくもの。
この像には疫病消除の
祈願が籠められている。

ようごうじ

趁蝴进ｊ酗饺ｄ痰春歼
を尋ねて（その 4）

①

Юǔ趁蝴进ｊ酗饺ｄ痰春歼ò料ｉｂùＨ箕答ｃ寄咖
とのことなので、上野川から影向寺まで歴史をひも
ときながら歩いてみました。

②
⑥

鳃喉＠单商
ЮＯｊ羔 财ｊ匿巫ｇｚ｀ōī萎 牙ｄｋЯ
滤хЯ较伏ò觉Ｇ＿［￣ｊｊ鳃Ｈ客ｆ＠涕

ЮＹｊ墙Я赂染慕较护腺鸣ｋЯｚＶ胆锰儿
における聖武天皇の光明皇后平癒祈願、

Ｑíｂ＠īＨЯ申想Ｈ钨笑｀а
Ю求进亢瑞两廓陪ｊ较两廓鸣ｊ晒塞ｊ翰

親が、乳が出るようにと薬師如来に祈願し
たところ、乳柱を煎じて飲むようとのお告

｀＠ｃ靳低匿揭济负ｇＦＭī务揭赛襄ｊ
奉 安、そして

押 2ě1689è涩ｊ济负剁痰ｇЯ瑞谴笑鸣ｊ
修理を指すとみられる記述がある。

げがある。そこで、乳柱を煎じて飲むと、乳
が出るようになったとの伝説。影向寺には、

中世、近世を
通し現代にま

14. 亢瑞两廓笑鸣ě窖柯显酗饺藩森抬è

乳の出がよくなるようにとの願いを籠めた
单商Ｈ娥燎Ｑí［аＹíě单商ｊ榴募Ｋò

で続いた影向
峦ｊ须菱ｔｊ

Ю务揭赛襄谢衙锦鸣ｊ烧衡ｇｋЯ务揭赛
襄ｊ泓沫Я亢瑞两鸣Ｈ徊Ｄｂ＠īа鸣贿ｋ

趁蝴进Ｇě能霞Ｑí［码肩窖窖萎靶爸ш
ジアムでは、それらを保存、管理。そのうち

信仰にあらわ
れた眼病平癒

66.4 鲽э 78.5 鲽а亢瑞两廓笑鸣ｋЯ＠Ｖ
í￣莜驾潞Я醛ｄ僚乃侗笋ò查驾éè疲è

┫墙ǔ鳃喉＠单商ù
ò棱ｇ鼓假а
ЮｄＯǐｃЯ鳃羔

と いう、影 向
寺を貫く共通

出し、前後に割り矧（は）いで内刳りを施し
ｂ滇è攫ＳЯＱěｇ紊笋￣滇è社Ｌа
Ｏíｇ

财 ｊ 匿 巫 ｋЯ硷
涩Я你 唆 ｊ 慨 襄

した疫病消除
の信仰のなか

谢研á聋ｊ淡模Я莫ｊ查笋ｆｅЯｋ｛客Ｕ
笋泰ò躺驾ｃ娥Ｗｂ＠īа撕紊ｋЯ拦芽

で、頂きから 15m
下のところで折れ

に位置づけられる。

46 年における修理報告書によれば、当初
ｋ阂瘫垂盘ｊ忌沥Ｈ劫Ｑíｂ＠［ｄＱí

て落 下。折 れたと
ころの幹の直径は

17в刑峦
Ю趁蝴进ò惊Ｕīｇ＞［è趁蝴峦ｄ趁蝴

記念碑

45 鲽Я匿涛ｆ柯
蘇る乳銀杏 量 の そ れ が 薬 師

峦淑ò￣Ｂ查侵酣ｂ＠ＫＯｄｇＵīа趁蝴
峦ｊ皋ＫｇЯＯíｚｃ醇侵Ｇ桐ｉ贰艘Ｇｆ

Ю雀ò峭èＩ＿［ｄＯǐｇЯ盘翰ｊ潦Ｈ绞活
禄活òＦ蒋èＳ［ｄＩｊ藩森淑Ｈ＞èｚＵа

券ě害秸歧柯显痰春歼èｊ喘缉ｊ棱ｇ想］
［ěЯ列匿ｆ扇母ò来＠［ｄＯǐа哗＠ｇ

Ｇ＿［ＨЯ匿г陪г阔ｊ江｀ｊЯ苛贫ｊ那
耻咕ｊ峦Ｈ娥è欠ＢéＢｇ楚［ō＿ｂ＠ī

务揭券ｄｋ始耐模ｊ炮行ｊ陪ｇ想垂Ｓ［
ので、被害を免れたが。
「偏に薬師如来さま

ｊò酣｀Ｍ［аｃ刑峦ｄｄ＞èЯ近ｊéＢｆ逻
谓痰Ｈ筒ěｇ＞＿［а磨］ū弱áＧｆ荚墟

ｊ恒蠢弘ｇéī￣ｊù
ｄ蠢渠扛粒аЮЮ
Ю硷涩Я你唆熟弹ｊ＞ｄЯ川弦ｊ禁儿ｇ桐

ｊ腮Я墓ｊ汛距湃眶ｋ趁蝴进ｇ康ｚèｚ
Ｕа距凯［］ｋ苗屯ò恬晒Ｓ［èЯ匿Ｉｆ

ｉ［ｄＩЯ鳃羔财ｋ帘ｆＳＧ翰贰ＨｆＱＹ
Ｂｇ酣Ｄ［аＨЯ箕涩ｊ劫措繁搭ｊ腮ｇ趁

峦ò晋］棱Ｎｂ刑ò涪＠讳＠ｚＳ［а荚è
ｋ滤ｊ潦хｇｄ＿ｂЯ莲噶ｊ篱ｃ＞īｄｄ

蝴进ò桐ｉīｄЯ噶Ｊ酣ī鳃羔财ｋЯ筛＠
緑の葉をいっぱいに纏って意気軒昂。元気

￣ｇЯ腮хｊ叔íò嘻Ｕ篱ｃ＞èЯ距＠湃
眶ｊ洪ě＠ｊ篱ｃ

亢瑞两廓笑鸣陪ｊ┰两廓
Ю亢瑞两廓笑鸣ｊ娄茧禁儿ｇ｀＠ｂЯ两

较叉ｂ盘谬
Ю坚雀ò踢＠ｂ＠Ｋｄ较叉ｂ盘谬ｃＵа
Ю戳玻＠é＼í第ＭòＳｂЯＦ伏Ｄ￣ｊǔＦ
＼ūＰùＨＦ＠ｂ＞èｚＳ［а较伏宁ｊ哗Ｗ
ò剁Ｂ亲盘ｊ潦ｊ息ＳＱＨ蔷ō＿ｂＩｚＵа

影向寺

START

赂染慕较护腺鸣

な姿を現していた。

もあったのです。
こ
ｊ刑峦ｇｋ饲码Я

ｊ呢冗Ｇě酣｀Ｇ＿［雏城 22(1415) 涩
ｊ俊销卫Ｇě茧唆Ｇě￣入蜕屁禁拟ｊ茧

16в赂染慕较笑鸣ě窖柯显酗饺藩森抬è
Ю劫措繁搭ｊ求腮Я巧踢＞ī＠ｋ居ｃ牌

綱島、太尾とあり、
隣りのものには下

ｄＱíīа亢瑞两廓ｊ卫痰ｋ近ｊ粕èа
Ю较两廓Я超两廓Я认两廓Я畅两廓Я拧两

磁ｊ铁хＨ近хｄ桐íｂ＠［а筛辑ｊ茧伟
厕轿ｊ距凯Ｈ釜冗ｊ显跨ххｃ难饵ＳЯ

茧翅墓ｊ位￣酣Ｄ
ｚＵа踟Ｇ 仇 铁Ｇ

廓Я危两廓Я恨两廓Я巍两廓Я梁两廓Я刃两
将、戌神将、亥神将

牌磁ｊ铁хｊ裁冗ｇ属Ｄｂ＠īа
ЮＯＯｃЯ＠｀￣塘Ｔěíｂ＠ī慕较券ｊ

15．乳銀杏（ちちいちょう）

扉が開いているのに気づく。堂内を覗くと、
券冗ｋ高沥ｊ呼ｇ望］骰íｂ＠īа券冗

とが知られるでしょう。》
と。
Ю釜冗ｇｋ卉īéＢｆ裸ｊ鹿аｑｄ晶ò咙

Ю结Ｈ查帘ｇ 摆蔼描ò粕Ｓｂ菌谬喝ｊ
陪ò删Ｉ畸｜队Я筒ěｇｋ近Ｇě近ｄЯ塞

ｊ躇Я高沥ｊ呼ｊ陪ｇ或хｄＳ［赂染慕较
鸣а券冗ｇｋ塞íＶЯ仇钨ｇ酣īＳＧｆ＠

ますと、喧しい蝉の声は消え、祭りでさんざ
｝Ｋ汛距湃眶ｊ底ＳＹＢｆ鹿Ｈ卉è抨＠ｃ

í恼ōè笑］恼ōèЯ恒胆琵ｊ唾姆泅ò上

ｊｃЯ慕较ｊ撕理ò矫贾ｇ侥ＢＯｄｋｃＩ

ＫīéＢｇ皆ōíｚＳ［аЮЮě痰г谱层俯è

⑤

趁蝴进Ю踌腮
11闺3腮
ě咳è胆悸

④

廓笑鸣ｊ呢冗á你伎淆ｆｅｇ吞款位á晒
塞痰款Ｈ＞īＨЯ达乃俊销ｊ稼ｇ危两廓

Ю码肩寄郝ｊ进Я趁蝴进ж
ж
Ю湾涩Я踌腮ｋ 11 闺 3 腮ｃＵа
Ю滤ｋ 12 闺陪抠ｃ链涩ò观Ｄī碌靛衔
饲ò舍ī翱靶ｊ窖Я｛Ｗ￣ｊ阔喘ЯＨｚ
ｊ晰舍èЯ傲盎盎ｊ［［Ｉ舍èｄЯ匿搂
潦Ｈ康ｚèＹíｋｇＪáＧｃＳ［а
Ю趁蝴进ｊ踌腮ｋǔ酣讳＠踌腮ùｄ￣＠
ōíЯ距＠湃眶Ｈ激靛ｊ篱ｄＳｂ赔利＿
て集まるなど、娯楽の場がなかった当時
としてはロマンに富んだ社交の場所でも
ありました。

やぎのいわちゃん

繁ｊ醛ò趣｛｀ＭЯ货ò常ｇ僧＿ｂЯ笑｀а
Ю谢鸣ｄ￣查巫摹èｃЯ疲多Я撕紊ｋ忌沥

る。

ЮＯｊ雀ｋЯ烽匿桨刀雀ｊ街雀ěＳｅＢèｄ
航ōíｂ＠ｚＳ［а
Ю踢＠ｂ谎Ｋｄ较伏宁ｊ翰贰ｆ都鹿ｄ查快ｇ
ǖ｝Ｃэǘｄ瘟Ｉ鹿Ｈггг
ЮｋＴ｝ｚＳｂ身巫＠ōｃＵа┮闺碌ｚíｃ
お嫁さん募集中です。
Ю恩Ｈ客ｂ＠īｄＩｋ脐洛ｇＦ＠Ｓ＠焚铆
育ちの野菜を売っています。

上野川

②
①

③

⑥

④

③

放課後等デイサービス
＞ＦＺě

⑤

ザクロ

影向寺台橋
Ю腻┭符耸ｊ趁蝴进你赋ò翘èｚＵа
Ю滤ｋＯＯＧě怠Ｈ｛Ｄ［ＹＢｃＵа

ě￣求进ｔ蒋拐潦
刑峦 が集まってきたこ

乳イチョウ
（取材 : 渡辺寛美）

Ю趁蝴进ｊ匿＠］ēＢ
Ю｜ＧＳ｜ＧＳ阔孟ｊ判ｊＹｌｇ掠ū痛Ｈ碌ｚí［
Ｍｅ鳃ＨｃｆＫｂＯｚ＿ｂ＠īＦ涕ＱūＨ＠ｚＳ［а
Ю撩伦ｆ潦Ｈá＿ｂＩｂǔ趁蝴进ｊ务揭赛襄ＱūｇＦ
願いするとご利益がある。」とおしえてくれました。
Ю阔孟Ｇě坞码ｚｃ坞桨ò池ＤＦ剁＠ｇ粕＠ЯｄＢｄ
Ｂ 21 腮钨ｇｆèｚＳ［аＹíｃ￣鳃ｋ客Ｖ＞Ｉě｝Ｇ
Ｍｘūáèｄ阔孟ｊ判ｊｗｄèｇ＠īｄ芭ḿ按ｄ呼ī干
Ｈ诉＠ｂ＠ｚＳ［аｅＯＧěＧǔ＞ｊ干ò缠｝ｌ鳃Ｈ
ｃīＺùｄ鹿Ｈ潭ＯＤЯＦ涕Ｑūｋ掠ū痛ò烧随＠Ｙ
ｊ干ò破＠ＧＭｚＳ［а贫＠禁队Ｆ＠ＧＭ腮ｋ禄ｇ
Ｇ［｜Ｉ贰Ｈ｀Ｋｄ笑＿ｂ＠īｄＯǐｋ趁蝴进ｊ釜冗
ｃＳ［а＠｀￣ｊéＢｇ查帘ｇＦ剁＠ＳｚＳ［аＵī
ｄ唾券ｊｆＧｃ挪Ｓｂ＠［干Ｈ呼＿ｂ酣ＤｚＳ［а剧
ò＼ＹＢｄＵīｄǔ干ｋｄ＿ｂｋｆěūЯＹｊＧōè唾
券常剧ｊ匿＠］ēＢｇ垂Ｈ＿ｂ＠ī］］ò检è惧＿ｂ藹
Ｔｂ缠｜Ｈé＠аùｄ航Ｂ鹿ＨＳｂ呼Ｈ览ＤｂＳｚ＠ｚ
Ｓ［аＦ豁Ｎ粕è＠］ēＢｊ］］ò藹Ｔｂ缠｜ｄ鳃攫
Ｈ脾＿ｂＩｂ良＿娠＠］］ＨｋＳèｃ［ｄｊＯｄｃＵа
Ю箕￣滤￣ǔ涕ｊ玻ｋ脯ＳùｃＵｉа

