一湖千里祭主遠江豊後

一下斎竹六郎右衛門

一下粥榊茂兵衛
一金幣当所喜平次

一同元四郎
一同忠右衛門

一同弥三右衛門

一同九兵衛
むら

同和田邑安達多郎右衛門

札
札

一同又右衛門
同伊兵衛

一中青幣当所年寄与治右衛門

一赤幣佐斐神助右衛門
一黄幣和田村政五郎
一白幣富益村吉三郎

一黒幣源左衛門
此所棟札入ル

ー上々指凡帳神鈴誠衛神子二人

当所九兵衛権兵衛
彦三郎喜助

御神輿才神藤右衛門重三郎

利吉

伝左衛門
磯右衛門

一三六八幡神社神主内藤氏系図

米子市東八幡二七六八幡神社蔵

庄屋甚右衛門

庄屋善左衛門

庄屋藤右衛門

庄屋喜三郎

重五郎

重郎右衛門

弥三右衛門

京都足利家之将軍義昭公六波羅守護之勤士なり︒

原綱教三代の孫︑内藤官兵衛尉藤原網宗︑其刻

本の深き習有り︒備後守十六代の孫内藤市正藤

を仰いで紫色を顕し︑畢寛君臣の礼を懐いて日

或は片藤これを用う︒誠二藤は君を頂載︑日徳

凡て内藤氏名此︑但定紋藤原の正当二て藤の丸

藤原綱満北面僕士代々武門職歴ニ備り後商数多︑

一人王五拾三代淳和天皇之後胤にて︑内藤備後守

内藤氏系図写天明弐年

庄屋権兵衛

その後信長公ニ移り︑内藤家も格職相定まらず

喜助

五兵衛

程なく大閤秀吉公の御代由所札して忠勤の元と

︵川細︶

武左衛門

なる︒然ル処台命に依り当国当郡当社の主職二

罷り下り︑其後社司の主となる︒委クハ軍記等

二出たり︒繁多故髪二略ス︒

天正拾七年大閤秀吉公御代当社建立の願主雲州

一元祖内藤官兵衛尉藤原網宗
長右衛門

戸田城主吉川蔵人豊臣広家︑先の神主相見左京

︵澗川︶

喜右衛門

亮盛宗二て御座候︒盛宗祭政共二不法式二つき︑

定之丞

喜右衛門

喜助

和佐当富和佐当ス
シ田斐所益田斐所鼎
ハ 村 神 宮 村 村 神 一

市郎兵衛

神主職御採妨︑則相見及断絶候︒然ル所当社之

儀は上古中古より数代之御倫旨御教書等有之︑

勅願所井将軍家御尊敬厚︑分明成ル故二付︑神

'
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和田善左衛門茂右衛門

一上々指羽無官二人
一上々案上官幣常右衛門

同同御押大諸王同同同｜司同古新御同同御同御抜
幣 大 榊 社 殿 御 御 神 神 神 机
幣 家 御 棟 棟 酒 供 鏡
棟

々
々 々
々

一
一
一
一
一
一

上
上
上

一
一
一
一
一
一
｡
一
一
一

同
上
上

一
■
一
一
一
一
一
一

札

三番嬰之面翁面御納メ被遊候︒数代内藤家重宝

当社八幡宮え右異国降伏之御感応成就之奉納二

右為御褒美菊桐之御紋付御乗物拝領仕候︒且又

仕︑肥前国松浦郡名古屋御陣所へ罷越渡海仕候︒

御船中安全之旨御祈願被仰付候︒則出軍之供奉

御祈願被仰付候︒将又内藤官兵術慰儀も渡海仕︑

御征伐之刻︑古之由緒有之故当社へ異国降伏之

王百八代後陽成院之御宇︑豊臣朝臣秀吉公朝鮮

台命而同拾八年当国当郡当所え罷下り︑其後人

右衛門実子初而内藤家御裁許頂戴始二而︑三代

田殿へ取次︑再応之往覆御直書井御役方書則官

達有之︑右郡内之社主職不残当家より御本所吉

付︑諸国一統社職之輩ハ神祇之御裁許可蒙御触

筋より秀吉公奏聞有之︑神楽岡へ御移被遊候二

二神祇官八神殿当時之京都吉田御本所え今出川

右衛門方より社職之輩支配仕候処︑天正十六年

・会見郡・汗入郡・雲州能義郡・意宇郡辺迄官

当社主職相勤内藤家相続仕候︒此節当国日野郡

右ハ先官兵衛尉実子二而京都より召連罷下り︑

相勤難成︑依之綱広弟内藤中書網次ト名乗り候

職相勤︑然ル処病身故右之社方出入且又取次労

右近江守綱広実父官右衛門相続仕万事取作廻主

慶長十三歳七月七日

之候︒

許頂戴させ︑万事自分ニハ後見之取作舞二有

寛右官右衛門年来二及候二付︑実子綱広御裁

立候二付︑此例之家別れ多有之事共二候︒畢

数多二而︑退転之宮柄ヲ取立且ハ主職ヲ願相

親類之交りヲ致︑或は契約分之兄弟二致候者

仕候ｃ官右衛門此作舞之側子供不及申其外

二仕置候︒其節道中人馬往来之御墨付壱通官兵

近江守綱広と名乗り︑右之支配取次万端仕候︒

而近江守代勤仕候故二︑御裁許無之︑中書代勤

一二代内藤官右衛門藤原綱只

術尉当二被仰付候︒此節ハ雲州戸田城構二而当

官右衛門儀実子近江守へ右之通り主職相渡し︑

之間故御本所表其外取合之書状数多有之候︒故

主職断絶之節︑内藤官兵衛尉絹宗︑京都より依

国迄支配仕毛利家吉川蔵人豊臣広家方へ依台命

自分二は隠居仕万事及相談候︒

二当国之大守因伯御入国後始而当社御建立之伽

有之候処︑兵乱且又御縮旨御教書も相見左京亮

一上古中古より御社領も千石以上︑其後千石以下

官太夫も跡より当所綱宗方へ罷下り候︒

下り︑当国当郡八幡郷馬場え居住仕候︒其後弟

一官兵衛尉当所引越候節妻井実子官右衛門召連罷

之惣筆頭万事取作舞之義︑近江守絹広八幡郷

名乗り其々持宮ヲ椿へ主職致サスル也︒其比

而善太夫と申者後二御裁許頂戴高嶋河内守と

セ支配致さす︒其後小助方より兄弟分二致候

小助も当国当郡米子村筋へ差出︑浜通社方持

二男子小助御裁許頂戴内藤紀伊ト云︑此之

一男子御裁許頂戴内藤近江守ト云

代勤ハ元和九年発亥年より相勤候而︑寛永十四

近江守綱広病身二付キ万事代勤相守ル也︒但シ

一四代内藤中書藤原綱次神祇官嶺御裁許無之︑

相続二も如右申伝へ先祖祭紀大切二可致事︒

致シ首尾能相渡候間︑当家一代二相立候事末々

ト中書代勤二而中務卿へ万事近江守病身故代勤

直子中務卿綱寿と有之︑中書義は不知︑雌然り

寛永十一年甲戊御棟札二は神主内藤近江守綱広

一国︶

書出候と申伝へ候︒代々重宝仕候︒此之外二も

此之節官右衛門網広

断絶之節︑紛失盗取り漸ク御神領も少し残り有

居住二而御本所吉田殿へも添状等仕候︒其後

年近江守実子中務郷御裁許之後為主職相渡ス︒

一三代内藤近江守藤原網広神祇官嶺長上御裁許

内藤家由所書等官兵衛尉代井官右衛門代二数多

之候︒且又数通書物等も此狗紛失多︑内藤官兵

弟中書井網広実子中務少輔迄其通り取合支配

有之故二旧記等記ス︒

衛尉主職之醐より万端書留申残置候︒
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承応二年美巳年当社御造営之御棟札二は︑神主

ニテ御座候く畢寛前格之由緒故被仰付候ｃ相嘆

後二近江守ト云へり︒

家相続無之故二取返し︑千倉寿贋と名乗り︑

六男子始大山領大武村へ養子二参り︑当

圃

内藤中務綱寿実子内藤右京亮綱重井綱重弟掃部

此之代勤之間十四年之年限二相成ル也唾

許︑寛永十四丁丑六月廿三日兼英卿御代

助寿綱と有之候︒延宝元葵丑年又々当社御造営

中務卿迄三代諸社家添状迄仕候処︑此側因伯之

先神主出入之公事有之︑退転被仰付︑其後二宮

一掃部之助義は右京代二当国当郡尾高二宮大明神

一当社御棟札二は神主内藤舎人寿職︑同姓千倉寿

陳︶但幼名蔵之進と云︑神祇官御裁許は谷川村

大守御入国寛永九年二被仰渡︑同拾年二両国共

社右京方へ御預置︑右二宮先神主宮永断絶二付︑

広︑右之通有之候︒右舎人妻は当国当郡浜堺目

一五代内藤中務少輔藤原網寿神祇官嶺長上御裁

同御裁許寛永十七庚辰歳七月十一日兼里郷御代

御棟札二は神主内藤右京亮寿葉と御座候︒

一八代内藤舎人藤原寿職︵付葵︑内藤左門藤原寿

右御裁許二有之候は︑近江守綱広より中書綱次

二鳥取城下と何事も御定︑御判物等も十年二被

主職願差出尾高へ差越御裁許等頂戴仕候而︑内

余子社森太夫姉也︒実は伊豆守弟ニテ千倉若年

一九代内藤近江守藤原寿吉神祇官嶺長上御裁許

之間相勤ル也︒

二付添へ遣︑尤御裁許ハ享保年中也︒

相見山城方大袋村弁才天社相渡申候故︑右之社

差出候︒両国之諸家供惣頭も鳥取城下二御定二

藤婦部と名乗り居住仕候︒

一網重弟好松当国当郡宗像庄宗像神社へ主職願差

相成り候二付︑任御国法当家より之添状御本所
表へも此殉相止申候︒併右之由所社格家柄故︑

出し︑願之上御裁許等頂戴仕候而内藤越前名乗

一七代内藤伊豆守藤原寿長神祇官嶺長上御裁許

一男子市部後遠江守ト云

中務二度上京仕︑御本所吉田殿二も御達置其節

寛永十七年之御裁許二而大洞官号御免許二而御

延宝六戊午年九月七日但し元禄年中七年九月

二女子谷川相見山城妻

寛保元年八月六日兼雄卿御代也︒

座候︒且又御国法二も万事当国当郡之筆頭二相

日当社御造営御棟札二は︑神主内藤伊豆守寿長

三女子細見遠藤采女妻

り居住仕候︒

勤申候︒当社領御讃文寛永十年当大守公御代︑

と有之︑又正徳五年乙未十二月御棟札二は神主

御裁許別紙二被仰付候︒

神主当二而近江守へ被仰付候︒尤此節代勤は中

内藤治部少輔寿長一子定之丸盛寿と有之候︒定

一十代内藤遠江守藤原寿常神祇官嶺長上御裁許

右妻は当国米府稲荷社幣頭門脇丹下娘

書相勤候狗其後水積之節中務卿当御書付被仰付

一御先代御領主より御寄附社領元和年中之御証文

ー女子日吉津田口縫殿妻二成ル

一男子清見佐々木養子二成ル

二男子岩治郎

一男子千之丞

宝暦八年七月十六日兼雄卿御代也︒

も近江守へ御預ヶ被置候︒御書付頂戴仕候︒

三女子淀江主殿妻二成ル

之丸義は早世︒

六代内藤右京亮藤原綱重神祇官嶺長上御裁許︑

五男子当時百姓二出ス弥右衛門事

候︒

寛永十四年丁丑六月廿三日︑兼英卿御代︒右之

四女子原長谷川大和妻二成ル

右妻ハ当国当郡法勝寺村八幡宮神主中林要人姉

右京代当国当郡幣頭役仕︑尤当郡幣頭役之始り
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数多御宮二納り当時迄明白二御座候︒中古右大

迄凡ソ六百六十年程也︒造栄建立之棟札等誠二

新二造栄棟札等只今二御座候︒其後当安永年中

座候︒雌然中古七拾四代鳥羽院之御宇天永二年

時之依兵乱或は致焼亡其子細旧記等不分明二御

銅年中建立之由︑代々申伝候得共︑余り年久故︑

八幡宮勧請之由来は︑人皇四十三代元明天皇和

被仰渡候間︑以書付奉申上候︒抑一国一郡大社

一今度当社由所害差出候様二御月番何々守殿より

正神主内藤遠江守

付り︑内藤官兵術以後代々記録

々多御座候︒巳前より之正明を守り当時迄祭政

有之︑重畳其々職道身二仕候而は口惜次第共数

り候も聞及︑又は売徳利潤之沙汰二相成候筋も

共二御座候︒故二今二遠近之土民百姓之手二渡

盗取り或は焼亡且ハ売取り言語同断雌尽筆端義

御諭旨︑将又応安・応永之節之御教書共も或は

法之節八幡宮御宮付之宝物︑弘安・建武之比之

旧日記等不分明二相成ル義共数多御座候︒其乱

国主・領主は依不成治国節々時々二入替り労以

其家及断然二候義も有之︑社領は洪水二流失セ

募︑我意乱法成ル職道二不在身持故其時之以命

兵乱之側退散致候者も有之︑又は祭政之遠道を

候︒社付待分之者も同然二御座候︒然ル処或は

及申上中古後迄も私家より外二社家も数々御座

隆地二而差添へ申候︒右之次第故御宮柄古ハ不

三拾四︑五石程宮付ニ相成り︑当時領主よりも

節右之社領田畑流失セ︑漸ク残り候而当時は高

五百三拾石程二相成り候処︑先年当国大流水之

申上候︒往古は為社領千石余も御座候由︑其後

虫喰二成り候も御座候繁数々候間先シ如此二奉

兵衛二右奉抽丹誠之由︑為御保美卜菊桐之御紋

紋付之翁面御宮納り只今二御座候︒其節内藤官

願申上候︒御祈願成就二付︑御宮奉納二菊桐御

八幡宮被為仰付︑則舟中迄罷越異国降伏之御祈

臣朝臣之朝鮮征伐之節も異国降伏之御祈願当社

書付は只今二私代々家二大切二仕置候︒近古豊

外二人馬往来御証文頂戴仕候義も御座候︒右之

軍宣旨一天泰平之御玉串願上申候証文等御座候︒

候事共二御座候︒尤内藤官兵術相勧申候節は将

退散いたし︑妾以只今は右之書付等計り残り申

候処︑前書申上候通洪水二御神領流失セ兵乱二

之内社侍・社役井二町家百姓二至迄一切支配仕

先祖より仕右之証文教通所持仕候︒且又右神領

往復之添書キ︑将又御裁許取次万事吟味︑私家

ハ雲州意宇郡又能喜郡之神職之輩︑本所吉田え

或は職分之道筋之儀二付当国日野郡・汗入郡又

前々より八幡社支配之神領之内は不及申上二︑

瞳︑一天四海静読二修身治国平天下を泰祁候︒

来は万事二何事も私迄数代明白二旧記等迄控へ

も私之家二而︑中先祖内藤官兵術と申候︒其以

家え右之課法之胸御宮由所柄故為養子被差下候

一三七伯州会見郡大社八幡宮御由緒書

将順朝公鎌倉鶴岡八幡宮御建立之側︑諸国一ヶ

之御徒専勧行仕︑右運転乱法二も残り候家は乍

付乗物拝領仕候︒其外御祈祷筋合も段々仕候︒

︷鴬︸

伯州会見大社八幡郷久幡社田所書

伯州相見郡大社八幡宮御由所書

安永八己亥年五月神吉日

米子市東八幡二七六八幡神社蔵

国二八社之八幡宮建立之御下知之節︑当社再勧

恐私壱人二而御座候︒往古中古より数代当社職

天正年中より後二も中村伯菩守領主之側ニ至っ

︵表紙︶

請之由︑其後或は国主或は領主時代節之建立造

務正神主役全ク相伝へ申候︒尤年久故中古迄之

ても当社八幡宮え月参等仕候節も有之︑其外先

︷淀︶

栄二御座候︒右之趣棟札二御座候︒併棟札も文

義は系図計り二而万端難書留︑中古北而之侍私

︽岬力︾

字不分明成ルも御座候︒年来之儀二御座候得ば

蕊
三
鍾
毒
社
閏
係
￨

官兵衛子息官太夫其後代之私迄相勤申候処︑当

附状或寄進物等何しも仕候事二御座候而︑内膿

出雲国伯州掛領吉川蔵人広家等皆以信仰之上寄

得︵ば︶︑松寿千年緑り日々盛にして八幡宮神徳

言を以而万民出情二相成り候様二奉願候︒左候

立被為遊候様二とは恐多義二御座候得ば尊意一

難申上尽義二御座候︒何分御披露之上当社御取

﹃ｔ制ｒ々ノ＋ア未Ｌ卵弛みぶＬＬづた︿状畑メヘ扉〃名旭Ｈ〃Ⅶ八Ⅵ〃劣珂動呼二

時領主よりも造営之御為建立修全等少々差出申

威光時を得たりと朝夕奉欽迎神慮事二御座候︒

々領主備後国神辺城主椙︵杉︶原兵庫頭景盛︑

候︒尤郷内村中之惣氏子共万端出情仕︑宮結り

此段宜様二御評儀奉願候︒以上︒

一緒︶

等も出来仕候︒雌然往古中古之申上候旧記之様

米子市東八幡二七六八幡神社蔵

一三八八蝋宮村録討雁厳釣写芸仕摺

︵表紙︶

文政十一年子八月廿日

八幡宮社領井旧記録写差出控内藤佐渡守

凡テ吾国ハ神明統伝シテ制ヲ立ッ︑誠二皇都ヲ恢

当社八蛎本記

年号月日内１判

郭シ︑今運履長蒙︑民ノ心朴素︑時二随ツテ元々

何国何郡何社神主

残念二奉存候︒此ノ側由所普御尋二付︑荒々番

御月番本社御奉行所

子ハ誠二中絶二有成り︑誠神位之おとろへ扱々

付差上申候︒御宮柄故私之大先祖より中先祖内

相成候様二奉願候︒尤右之古格由所二付残り候

栄久御国家安全之旨二被為思召候而乍恐御取立

尊敬代々紛無御座候処︑右之様子故何卒御武運

も勿論次第二すいび仕事共二御座候︒当社武神

処︑御宮次第二おとろヘニ相成り候得ば私之家

るが︑それまでは紀氏の系列に属する巨勢氏や相

城主吉川氏によって招かれたと系図に記されてい

場八幡とも称された︒当社の神主内藤氏は︑米子

見八幡・相見庄八幡宮などと呼ばれ︑近世では馬

時代創建の当地方きっての大社である︒古くは相

市内東八幡に鎮座する旧郷社八幡神社は︑奈良

館融

以テ新羅ヲ討ツノ年︑歳次庚辰十二月︑筑紫之蚊

彦第四子也︑母ハ気長足姫尊ト日ウ︑天皇皇后ヲ

ルニ︑天皇十六代応神天皇︑諒ハ誉田天皇︑足仲

ノ古事本朝二祖宗廟ヲ尋ネ︑八幡宮ノ起源二鑑ミ

発スルモノナリ︒輿二奴等神職ノ家二生し︑神世

皇天二祖ノ詔命二復シ︑神雛ヲ建樹スルハ此時ニ

虫食ナリ︶都ヲ以テ聖造ヲ妨グルヲイカンセン︑

皇孫正シキヲ養フノ心ヲ弘ム︑然ル後︵但シ此間

ヲ鎮ム︑上ハ則チ乾霊授国ノ徳二答エ︑下ハ則チ

記念は一国一郡大社ト只今二称し︑私家郡中惣

見氏が社努をつかさどったといわれている︒内藤

田二生マル︑幼ニシテ聡ク玄監深遠シ︑動容進止︑

藤官兵衛迄万端作舞宜︑格式等右二付順へし候

社家座頭二何事仕来り候事二御座候︒右之趣二

六

ココ

御座候間只今諸事国主祈願之側遷宮等之節会見

家には︑本文でみるように︑宝暦二七五一

聖表有異駕︒皇太后摂政之三年立チテ皇太子ト為

かたみ

郡中不残社家共相集り勧来︑祭礼等も注連下郷

三︶から文政︵一八一八

ル︑﹇時二年三﹈初メ天皇芋マレタマイテ︑天神地

ハーフ

・ン・ンカミ

八ルカ尋．︑凡コトフカクト寸一一一スガケタフルマイノリアリー

内之社職之輩相詰メ神勤申候事二御座候︒尤祈

類の記録が残されており︑当社の変遷の概要を知

︵ヒジリノ・ンルシアヤシキコトアリ︾

願之節郡中之神職不残相結来り︑一国余社其例

ることができる︒

祇三韓ヲ授ク︑既二産ル︑ノトキ︑宍腕ノ上二生

二九︶にかけての四種

無御座候︒加様事共計り古中古之由所残り申候

イタリ︑其ノ形靭ノ如シ︑是皇太后雄装シテ鞘ヲ

トモ

事二御座候︒併万事只今減少ニ相成り候︑至っ

夕砺'第三章寺社関併

越国二行キテ角鹿筒飯大神ヲ拝シタマウ︑時二大

イテ褒武多ト謂ウ﹈一二日ウ︑初天皇太子トシテ

ノ名ヲ称エテ誉田天皇ト謂ウ︑﹇上古時俗︑鞠ヲ号

負エルニ肖エタリ﹇肖︑コレヲ阿叡トイウ﹈故其

瀬ノ水清ミ心ノ塵モ流ル辺キ加那︑此川ニテ放生

二木華白木綿二照ル︒或歌二日ク︑神風ヤ早川ノ

尽ス︒後二常盤木生茂り︑天雲編山前ノ如シ︑井

門一術拝殿唾癖長鵬恒五癖瑞雛︑鳥居威経営美ヲ

神︑武内宿禰・物部大連︑門容神両神︑随神門官

宗国可令知行者天気如此悉之御状右少弁判

美作国青倉庄地頭職為勲功賞相見五郎庄衛門尉

御論旨御教書写

は旧記由緒書写差上置候︒

而因伯大守公先刻之例二而被遊御寄進委細之儀

将軍公︑御国守被遊御信仰︑御総旨・御教書別

カレ

神太子ト名ヲ相易玉ウ︑故大神ヲ号ケテ去来紗別

会遂行ス︑毎年八月十五日神輿三尊川頭二行幸シ︑

一但馬国土田郷一分地頭職井亀別宮地頭職事︑依

アエ

神卜日イ︑太子ヲ誉田別尊ト名ク︒然︵則チ大神

種々ノ物備へ奉リテ︑神司宇豆幣吊ヲ以テ広ク厚

一ノ

ノ本名ヲ誉田別神︑太子ノ元ノ名ヲ︵去来紗別尊

ク称辞祈啓ス︒集侍伶人伎楽ヲ奏シ供奉甚ダ厳然

今句

ト謂ウベシ︑﹇此処五字位虫﹈Ⅱ﹁然しドモ見ル所無

タリ︒還幸シテ国司武士ノ騎ヲシテ馬ヲ競ワシム︑

相見左衛門大夫入道殿

＊ムダ

コ・ンノクニ

アカリノミヤ

ィザサワケ

タタエゴトモオウゴナワレル

ヨ

タガ

カムッカサ

カワリ

キワマリ

ミナ

シ︑未ダ詳ナラズ﹂二十二年三月難波二幸シテ大

而シテ爾来宮地ヲ改メテ馬場村ト名ヅケ︑郷ヲ八

一寄進伯菩国相見庄八幡宮御宝前

ヵルノシマトョアカリ

イ

隅宮二居ル︒四十一年二月天皇明宮二崩ズ︒

幡卜号ブ︑往昔ヨリ数ヶ所ノ神田ヲ附与シテ年中

右旨趣者宗源禅門衆病本覆除災与築併令依大菩

ナヅケイ

イ０二・ンエノヒト︑

一書二云ウ︑応神天皇本名ハ誉田天皇︑又胎中天

行事時二連ワズ︑慨怠ナシ︑偉ナルカナ盛ナルヵ

薩応化春属加護者欽然而弥為奉仰家門繁栄宿

タタ

皇卜号日イ︑大和ノ軽嶋豊明宮二居ル︑此ノ御宇

ナ︒吾ガ朝二所ノ宗廟護国ノ霊神ノ威力仰ゲバ弥

福︑以当国二宮庄内狭少下地鋤緬鋤所令寄附之

Ｊ４Ｔ・ンクモ

タナビイテ

博士ヲ百済ョリ召シ︑経ヲ伝ウ︑央太子以下各コ

高クー信ズレバ愈新ナリ︑誰力畏敬セザランヤ︑

状如件

オイ

レヲ習イ学プ︑是本朝経学ノ始ナリ︒

誰力尊信セザランャ︒此ノ川ノ流ハ測瀬ノ替アリ

コレソノ

ツズカノケ上

惟厭此州此郡鎮座之八幡大神ハ︑人皇四十四代元

トモ︑吾ガ神明ノ康栄将二天壌トトモニ躯ナキ者

ベ

正天皇養老四年九月異国襲来︑日向大隅大二乱ル︑

ナリ︒価ツテ当社神寮紀氏家次荷今亦崇敬シ︑

ナズ

朝延宇佐神宮二冠賊ヲ平ゲンコトヲ祈ル︑大神託

吾ガ宗祖謹ンデ宣く畢ンヌ︑凡誉田尊ノ伝記ハ諸
クワシキ

正平九年二月

真吉判

以下御公事等任先例可令勤仕之状也

右前後田者神主本名内八所宛行也︑津有御年貢

合参段半壱町六反之内下寄二斗五升代也

一宛行染坪田事

応安三年庚戎三月廿七日源時義判

観応二年卯十二月廿七日源判

為由緒地可被知行之状如件

シテ日ク︑是戦ハ其死傷多シ︑我甚コレヲ憐ム︑

国二見ユ︑故二詳ヲ略シテ載セザルノミ︒

キ．ソ

願クハ冠平之後放生ヲ諸国二置ケト︑諸国八幡ノ

放生会此ヨリ始マル︑爾来当社其御宇国主ノ詔勅
覚

一当社八幡太神之儀は往古勅願所二而人皇四拾四

右意趣者天下泰平殊当国凶徒対治者偏所奉過当

ヲ奉ジ︑此川ノ清流上四至八町二霊地ヲ定ム︑本

社握軒中尊ハ誉田別尊率識・大鶴鶴尊球弛︑仲姫

代元正天皇之御字養老四年九月四至八町之宮地

社加護也︑冊而寄進之状如件

に二︐ノミ

一伯菩国︵久︶保田庄三谷村地頭職之事

尊雛雨ヲ以左右相殿トナス︒而シテ別宮二字︑右

ヲ鎮奉︑宇佐八幡宮当地え勧請︑天皇始政夷大
︽低︸

︑奉仕神二

ハ足仲彦尊琳緬︑左ハ気長足姫尊獅
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八幡領高田拾石之処年貢先以近江守え被預置や

建武五年六月二日前伊豆守源時氏判

渡候条︑其心得ヲ以弥社中諸事不可有油断候︑

石弐斗七升三合馬場村下札之内二書付庄屋え相

寛永九年内々被申聞候当社八幡領従前之高四拾

別之社格二付︑願之通御紋御免被成候旨被仰渡

其方儀此度社致造栄御幕御提灯之儀奉願候処格

神主中書殿

うとの御内儀候︑度々此旨申入候儀其通二被仰
恐々謹言

内藤遠江

付尤候恐憧謹言

候

明和五年三月廿七日寺社御役所

乾兵部少輔判

棟札干今御座候二付︑安永八己亥年棟札写有増

一七十四代鳥羽院御宇天永弐年御建立被遊候︑古

棟札

寛永拾年十一月廿八日和田飛弾守判

差上申置候︑然ル処自是先代古棟札三枚御座候

あらまし

荒尾志摩守判

得共文字不分明無拠其侭納置申候事

一八十二代後鳥羽院御宇右大将頼朝公再建被仰付

棟札

八幡馬場村神主中書屋敷廻り之竹木先代より社

棟札

付候得共︑旧記而巳云々・

候︑其後観応・応安・応永年中二も御造営被仰
二一口

野崎三右衛門判

領付来り候間公儀御用二御伐有間敷候︑恐憧謹

八幡宮神主以上

荒尾内匠介判

領御寄進之永可有収納者也︒価如件

一伯菩国会見郡馬場村内高三拾四石五斗三升為社

神主中書殿

九月廿六日円山勘解由判

安西八 兵 衛 殿

武田市左衛門尉殿

極月廿八日友松六左衛門尉判

一側︸

乳最前得御意置候条先其段二被成候而可指置
候︑以上

一会見郡八幡宮社領高四拾弐石井宮林竹木共二被
遣候︑自今以後可有所務者也

元和四年八月十六日恵藤作太夫判
神主近江守殿
一相見郡八幡ノ 馬 場 村 神 領 定 土 免 之 事

高五拾五石九斗八合内四拾石神領此物成拾
六石八斗但シ四シ弐分
残高拾五石九斗八合︵物成六石六斗八升壱合

一百四代後土御門院御宇明応七年十一月廿日御造

営被仰付候事

寛永拾三年二月廿三日沢住左近右衛門判
吉田急兵衛殿

夫米四斗壱合︶

二口合七石八升弐合外二口米有

棟札

一因伯大守公寛永十一甲成年社頭悉御修覆被仰付︑

棟札

郡主吉川蔵人頭四品拾遺豊臣広家と御座候事

一百八代後陽成院御宇天正十七卯月二日御造営国

高田勝太夫殿

野崎三右衛門判

寛永拾三年三月十五日沢住左近右衛門判

御伐有間敷候︑為後日之如此也︒

相見郡八幡宮林竹木知行二付来リ候間︑従公儀

︵全一

右相定上者霜月以前二皆済可有之者也
上田宗右衛門

元和六年四月十六日萩原源右衛門
恵藤作太夫

八幡神主 三 介 殿 以 上
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則御普請御奉行は大西定兵衛︑大工頭は野間三
成由候間罷出候時は馬舟之儀可申付候︑恐々謹

官兵術事御用之時被召出候︑いかにも自分二不

札城え持参納申候︑然ル処正月十五日八幡宮初

一親遠江正月十五日登城御目見え被仰付御祈祷御

節御目見え被仰付候御証文所持仕候事︑

一寺社御奉行山田弥兵術︑同吉村清左衛門御役之

佐々木源左衛門殿

宇田鵬喜三郎

郎右衛門︑小工次郎右衛門︑其外大工三拾五人
被遺候而造営成就仕候︑自夫御代々御修覆奉願
候処︑御時節仮成二取繕置候事︑

一寛保三亥年十月被遊殿様御婚姻候二付︑高三歩
通壱年限末々より差上申候二付︑民安全之御祈
祷被仰付候︑御証文所持仕候事︑

一若殿様御姫様御庖婿安康之御祈祷被仰付候︑御
証文所持仕候事
一大閣秀吉公より三番嬰而翁而当社八幡宮え被遊
御寄進干今奉納仕置候事︑

内藤蔵人殿

鈴鹿河内守

一此度社領御取調被仰出井田緒普差出候様被仰付

奉畏候︑依之社領御証文旧記写差上申候︑尤当

社八幡太神之儀は往古勅願所二而四至八町之宮

地二而御論旨御教書御国主御信仰之社二而別而

因伯太守公先判之例社領被遊御寄進御幕︒御提

灯・御紋被仰付候︑右之段御断申上候間宣被仰

付可被為下候様奉願候︑以上

文政十一年子八月日内藤佐渡守

一私義親遠江通奉願候処︑文化弐年丑四月三日願

十二月廿二日被仰渡二月朔日願之通被仰付候事

御儀二奉存候︒然は此度社領御取訓被仰出井由

一筆啓上仕候︑先以弥御安康可被成御座目出度キ

河田十右衛門殿

一河岡山城守殿大般若経御奉納︑干今御座候事︑

︽仰︾

・御紋被仰付候︒則別紙書付ヲ以其段御断申上

儀は従往古御信功社二付︑社領井御幕・御提灯
一安永八年六月廿三日親遠江へ御直触被仰付候二

下役五人えも

河田十右衛門様

八月廿日内藤佐渡守綱長︵書判︶

如斯御座候︒恐慢謹言︒

候間︑宜御取計奉願候︒右為可得貴意︑以愚札

文政弐寅年五月五日鈴鹿豊後守判

鈴鹿筑前守判

頭不及添簡上京可有之候也︑

其許今般就願被復旧例格社被仰出候︑自今惣幣

一吉田殿御直触御証文写

仰付候事︑

付︑引続寛政十二年申三月廿七日︑親遠江通被

干今納申候事︑

緒書差出候様被仰付奉畏候︒尤当社八幡太神之

祭注連下社家致出勤候二付︑日替奉願候処︑閏

覚

之通被仰付登城仕候節御祈祷御札御城え持参仕

一前国守中村伯菩守殿三拾六歌仙御奉納︑干今御

の喜

一秀吉公え官兵術より馬壱疋献上仕候二付︑駿足

六月六日堂文栗彦判
桂左判
勘兵衛殿以上

無支候ハバ随分申伺可調通候︑恐々謹言

於髪元不相成候︑御帰朝之上を以存知之衆相尋

一其方申之通承知之候︑乍更何之条も無案内候間︑

水可述候︑謹言︑

之由二而馬一疋被相贈候自愛不斜候︑猶青山主

座候事

殿

薫
三
軍
零
社
"
￨
，

解説
融源内大居士︑慶長十四年己酉五月十一日逝

行拾八万石也︒法名︑青龍院殿前伯州大守一

授与之円脱師御加判薙殿・

御加判︻慶長：一⁝二内午卯月吉辰︑開山日長え

中村伯誉守一忠公御影一躯井追腹而人之御影

︵ママ︾

この史料は︑末尾の﹁覚﹂によれば︑文政二

遠師五枚継︑当寺常住本尊︒

社の由来及び伝来の記録の写しを書いて差し出し
二鉢︑壱人ハ服部若挟

遠師三枚継︑御本尊蝿帳哉二年上人号御免

慶長十一丙午卯月吉辰＄開山日長へ授与也

去︒至元禄五壬申年及八拾四年英︒

たもので︑古いものでは観応二年︵一三五二︵南
法名立行院梅窓常薫率歴蹄塾酔

伯州米子城下

記で︑簡にして要を得た内容となっている︒次に

日元上人榊州州之︑同一行十三字︑日新上人

御消息三行四拾字．日出⁝一入御加判一

真言道場也︒千時寺主迩遁︒宗祖祖乃示之開真言

︲八開胴霊場也︒当初在干富士山之麓寺号瀧泉︑本

駿州常住山感応寺者鼻祖州⁝一足佐渡阿闇梨日向聖

米子市祇園町一

一四○常住山感応寺記

芦︶︐もの︒

本寺︑在住五年云々・

也︒

当太守松平伯書守殿迄︑代々折紙御墨印有之︒

年貢畑
反九畝︑高九斗也︒
年
畑之
之事
事壱害

為
霊供
供料
料寄
寄進進
為霊
地二反余︑高壱石六斗也︒
年貢地也︒

御加判︒元判御加判添状有之︒

亡国之邪見︑演妙経応時之正理︒於駕寺主頓倒確

当寺御霊宝之事

御形木三枚継︑寺号︑本尊遠師︑

八九感応寺蔵

示す漢文の由来記﹁常住山感応寺記﹂と比較すべ

感応寺第八世観行院日教によって書かれた由来

在判

第八世観行院日教

元禄五年壬申正月日慈広山感応寺判

○

年︵一八二八︶に︑恐らく藩の命令により八幡神

北朝時代︶の記録が載せられている︒また江戸時

壱人ハ垂井勘解由︑法名大法院善休常佐︒

許

解説

一

寺領之事中村伯菅守殿為位牌料都合弐拾石

備前岡山之蓮昌寺︑雲州松江慈雲寺︑洛陽立

永寺：駿州府中感応寺︑紀州和歌山感応寺︑

居住之寺之事甲州小室妙法寺︑駿州貞松蓮

三日示寂︑右ハ緑覚院︑後二被改龍岳院候︒

代の棟札の写しも多く記され︑当社の歴史の一端

八九感応寺蔵

開基龍缶院日長上人︑寛永七庚午暦七月廿

h●

を知ることができよう︒

一三九伯州感 応 寺 由 来
米子市祇園町一

建立之事文禄元壬辰暦︑凡及百一年実︒
境内後ハ山︑前ハ城廓之内堀坂下迄入り︑拾
五間︑長サ及三町︑地子免許︑山従過半下︑

堂舎仏閣有之︑本堂畦州粋︑庫裏涯州群︑書
院垂州半︑鐘楼韮峨半︑番神︑本社拝殿琴州畔︑

明神本社拝殿韮州一中村伯書守一忠公御影
堂裁州也︒都合九軒有之︒

大旦那之事 駿 河 国 之 大 守 ︑ 中 村 式 部 少 輔 殿
子息中村一学殿︑後二松平伯誉守殿申候︒知

5891第三章寺社関係

一
一

伯州相見郡米子城下慈広山感応寺

一

