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～ふるさとの偉人を訪ねる～

福田渭水

ふるさとの発展に貢献した古の諫早の偉人たち。近く
に住んでいても、彼らの偉業について知っている人は少
ないと思います。
私たちは偉人たちの石碑や墓所に実際に足を運び、こ
のマップを作ってみました。
このマップを見て多くの人に、私たちのふるさとの偉
人について知ってもらえればいいなと思います！
石碑の場所はパワースポットだとも言われています。
ぜひ、地元の方、観光客の方も是非、足を運んでみてく
ださい！
諫早観光物産コンベンション協会、諫早市美術・歴史館
の方のご協力で完成しました。ありがとうございました。
製作：長崎県立諫早東高等学校

伊東 静雄

ふるさと探究「観光班」
長崎県諫早市森山町杉谷３１７
発行：令和２年２月３日
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① 土橋貞恵翁（つちはし ていけいおう）の墓所
所在地：森山町杉谷 2454
（諫早市立森山東小学校から徒歩５分）

⑤ 青木弥惣右衛門（あおき やそうえもん）の石碑
所在地：諫早市小野島町 2161
（小野島グラウンド横の道沿いの小野島天満宮内）

② 陣野家（じんのけ）墓地

⑥ 若杉春后（わかすぎ しゅんご）の石碑
所在地：諫早市高城町 1-5
（高城神社境内、本諫早駅から徒歩５分）

所在地：諫早市森山町慶師野 781-4
（慶師野公民館から徒歩３分）

③ 慶師野の将棋墓（けいしののしょうぎばか）
所在地：諫早市森山町慶師野
（慶師野公民館から徒歩１０～１５分）
④ 山崎教清（やまさき のりきよ）の石碑
所在地：諫早市川内町公園側
（川内町公民館から徒歩３分）

⑦ 福田渭水（ふくだ いすい）の頌徳碑
所在地： 諫早市東小路町 7 ｰ 1
(諫早市役所正面の駐車場、本諫早駅から徒歩 5 分)

⑧ 伊東静雄（いとう しずお）の文学碑
所在地：諫早市高城町 772
（諫早公園内、本諫早駅から徒歩１０分）

＜詳しい内容は裏面をご覧ください。＞

①

土橋貞恵翁（つちはしていけいおう）の墓所

土橋貞恵翁（1776～1865）は、安永 5 年（1776）
、長田に生まれ、幼名
を多助と呼び、
「多助坊さん」の名で親しまれた医者です。

③ 慶師野の将棋墓（けいしののしょうぎばか）
江戸時代後期に「川柳の師」と仰がれた中山五平（なかやまごへい）
のお墓です。五平の川柳の弟子にあたる柳宝庵董来によって、天保 3 年

⑤ 青木弥惣右衛門（あおきやそうえもん）の石碑
青木弥惣右衛門は文化 10 年（1813）に完成した「半造川底井桶廻水」
工事の中心人物です。

⑦ 福田渭水（ふくだいすい）の頌徳(功績を称える)碑
福田渭水(1818～1866)は、幕末の諫早領の儒者・教育者です。
文政元年（1818）
、諫早の商家に生まれ、７歳で高柳家塾に入門した後、

文化 2 年（1805）
、現在の森山町杉谷に「永春」の医名で開業しました。

（1832）9 月 11 日に建立されまし

青木弥惣右衛門は小野島在

学問を研鑽し、やがて諫早家家臣として召し抱えられ、諫早の郷校である

自らの生活は常に質素にし、貧しい人びとを救い、
「医は仁術なり」を地

た。墓石の裏面には、
「年八拾七

住の諫早家家臣で堤の土手の

好古館の先生となり、子どもたちの育成に努めました。好古館の教育改革

で行く 慈善徳行の人でした。医療で得た財は、石橋の架橋、道路の改修、

歳にして佛国（あの世）に満入せ

修理をする技術者でした。小野

を提言し、私財を投げ出して推進しました。また、長崎に出て洋式兵学を

溜め池の築堤等の社会資本の充実に還元しました。その後、これまでの善

り、俗名搗餅（とうへい）とて、

の干拓地に用水が不足してい

学び、異国船来航にあたり長崎警備の任を果たしました。慶応2 年 49 歳

行に対し、諫早領主により「貞恵」の称号が授けられました。

茲に筆を立て一句を手向く」と記

たので、
青木弥惣右衛門の計画

で死去。名は演益、字(あざな)は倹夫、諡号(しごう)は文毅。詩集に「渭
水詩鈔」があります。

し、続いて「吹移す風やこめて立

の下、本明川から半造川の下に

土橋家の先祖高柳家の祖と師匠の墓、
下段が土橋家の家族の墓となってい

自ら設計施工したという墓所は、三段になった上段が仏の尊像、中段が

つ山家」と董来の一句が

桶菅を埋設し、
干拓地へ用水を

ます。墓所には鳥獣の飲み水のために水甕を埋め込み、鳥獣が溺れないよ

したためてあります。

引いて豊かな水田を作りまし

う甕の底に小石などを入れて水甕の水位を浅くするなど、
慈悲慈愛の精神
は鳥獣まで広く及んでいます。この墓所は諫早市指定史跡です。
功績・徳行を褒め称える頌徳碑が諫早市役所正面の駐車場に福田渭水の
碑と並んであります。
（⑦福田渭水の頌徳碑の写真参照）

生前の五平はよほどの将棋と

た。
それまで干拓地は大豆や綿

餅好きであったと思われ、下の方

などを作る畑としてだけ利用

は重ね餅、その上には将棋盤、一

されていましたが、米作が可能

番上は将棋の駒という他に類を

となり、青木弥惣右衛門は小野島町民の恩人となりました。

見ない珍しい形の墓石です。諫早市指定有形文化財のひとつです。

所在地：諫早市小野島町 2161（小野島天満宮内）

所在地：諫早市森山町慶師野（慶師野公民館から徒歩１０～１５分）

⑥ 若杉春后（わかすぎしゅんご）の石碑
④ 山崎教清（やまさきのりきよ）の石碑
山崎教清は天正年間の人で伊佐早領主西郷純堯の重臣でした。
豊臣秀吉
が天下統一のため、島津征伐を行うという報を聞き、領主西郷純堯に対し

所在地：森山町杉谷 2454（諫早市立森山東小学校から徒歩５分）

森山地方の干拓は江戸時代の初期に始まって、海岸に柵をかけ潮土井
（潮受堤防）を築きつくられました。
森山地方の干拓に先鞭をつ

早領を救った人物です。
春后は諌早家家臣で晩年を現在の森山町井牟田で晴耕雨読の生活を送

て「秀吉方について従軍することが西郷家の安泰と隆昌を図る道である。
」

っていました。寛延３年（1750）佐賀藩は諫早領主の不調法を理由に、諫

と説いて再三に諫言しましたが、その意は通じずかえって怒りに触れる結

早領内の四千石を没収しました。度重なる佐賀藩の圧政に耐えかねた農民

果となりました。そのため役を辞し、領主西郷純堯の元を離れました。そ

は諫早領主を思うあまり、世に言う「諫早の百姓騒動」を起こしました。

の後、
豊臣秀吉は龍造寺家晴に命に従わなかった西郷信尚を攻略するよう

このとき、若杉春后は７２歳の高齢でしたが、佐賀藩の仕打ちに悲憤し、

に命じ、天正１５（１５８７）年７月、西郷家の本城である高城を攻め、

この騒動の先頭に立って長崎奉行所等を通じ事の真意を幕府に訴えよう

高城は落城しました。

としました。しかし、この行動が佐賀藩の知るところとなり、若杉春后ら

新しく領主になった龍造寺家晴は、山崎教清の才気とその卓見に心を

② 陣野家（じんのけ）墓地

若杉春后は１７５０年に諫早領で起きた百姓一揆の時に命を懸けて諫

は捕らえられ処刑されました。

打たれ、その人柄を惜しんで、自分の家臣になることを勧めました。しか

その後、この一連の事件を佐賀藩でも勘案してか、１７年後の明和 7

し山崎教清は二君に仕えるのを潔とせず、固く辞退しました。その際、山

年（1767）に没収していた四千石を返還しました。このことは、若杉春后

崎教清はかねて計画していた干拓事業を願いでたところ、
龍造寺家晴はま

等が一命を賭して働いた賜ものであるとして、第十一代諫早領主茂図公は

すます山崎教清の誠意に感激し、家臣７５人をつけて許可し、大規模な干

若杉春后の遺徳をたたえ、正林稲荷神社に若杉霊神を建立しました。
（現

拓事業が始まりました。

けたのが初代陣野甚右衛門徳

山崎教清の手がけた干

昌（じんのじんえもんのりまさ）

拓は、川内町付近一帯で

です。代々、陣野家では先祖の

あると伝えられていま

意を継ぎ、耕地の拡大（約

す。山崎教清に仕え、こ

15.6ha）に尽くしてきました。

の事業に貢献したおも

寛文 13 年（1673）に万灯籠の

な人たちの碑も西側に

完成を期に弁才天を、
それから

祀られています。

36 年後の宝永 6 年（1709）に

地元川内町では毎年

父母と祖父の恩に報いるため、

２月１５日に「教清祭」

六喩庵と三重宝塔を第三代陣

を行い、その徳を慕い、

野与四右衛門信秀の手によっ

豊作を祈願しています。

陣野家の墓地は諫早市指定文化財のひとつです。

所在地：諫早市川内町公園側（川内町公民館から徒歩３分）

所在地： 諫早市東小路町7 ｰ 1(諫早市役所正面の駐車場、本諫早駅
より徒歩 5 分)

⑧ 伊東静雄（いとうしずお）の文学碑
伊東静雄（1906～1953）は、諫早が生んだ詩人の一人です。
京都帝国大学国文科卒業後、大阪で教鞭をとりながら詩集「わがひとに
興ふる哀歌」を出版し萩原朔太郎の激賞を受けます。その後「夏花」
「春
のいそぎ」
「反響」を上梓。日本を代表する浪漫派の詩人です。
有名な伊東静雄賞は１９９０年に設立された文学賞の一つで、
毎年優れ
た現代詩を示した詩人にこの賞が贈られています。

在は高城神社境内に遷宮）
住居跡の石碑は森山町上井牟田（チサンカントリークラブ森山内）に、
墓所は西小路町の天祐寺墓所の一角にあります。

下の写真の左の詩碑には

手にふるる野花は それを摘み
ささへつつ あゆみをはこべ

て建立されました。

所在地：諫早市森山町慶師野 781-4（慶師野公民館から徒歩３分）

写真の左が福田渭水のもので、右が土橋貞恵翁のものです。

所在地：諫早市高城町 1-5（高城神社境内、本諫早駅より徒歩５分）

花とみづからを

とあります。
所在地：諫早市高城町 772（高城頂上道途中）

