
 
 
 
 

１．バスで巡る様似名所ツアー 
 初日はエンルム岬、郷土館、等澍院、観音山、花蘂水産、冬島の穴岩、大正トンネル、
和助地蔵尊を巡るバスツアーでした。ここでは、ジオ塾では今まで行く機会がなかった場所
での解説や等澍院での副住職のお話の様子を中心におさらいしましょう。 
 
① 様似郷土館 解説：水野洋一さん 
様似郷土館は日高で最初に建てら

れた郷土館。当初は日高郷土館という
名称だったが、その後、他町にも郷土
館ができたことから、様似郷土館に改
称。収蔵品の目玉は等澍院の住職記ほ

かで、7 年前に国の重要文化財に指定
された。全 15 冊あるうちの 1 冊の現
物を常時展示している。もう一つの重
要な収蔵品として、「矢本文書」があ
る。明治に入り会所の払い下げを受け
て事業を引き継いだのが矢本蔵五郎
という人物。その矢本家の大福帳の中
に重要な記述があることが数年前に
発見された。当時、開拓使に要望書などを出せるのは和人だけと考えられていたが、この文
書には、和人とアイヌの人が連盟で文書を提出した記録が残されており、それまでの通説を
覆すものとなった。当時、この辺りでは和人とアイヌの人が一緒にいろいろな生活をしてい

たことを示す貴重な資料と言える。 
 
② 等澍院 解説：大久保唯行 副住職 
等澍院初代住職秀暁が千葉からこ

の地に来たのは 1805（文化 2）年の
こと。ここ様似に蝦夷三官寺の一つが
建てられた理由としては、他の 2 つの
寺の建立地と同様に、湾があることで
すでに港として栄えていたことが挙
げられる。さらに、千島列島を経由し
て蝦夷地にロシアが接近してきたた
め、蝦夷地が日本の領土であることを

江戸幕府が顕示する目的もあった。 
さて、みなさんは今日ここに来られ

て、古い蝦夷三官寺なのに本堂と護摩
堂の建物がとても新しいので意外に
思われたのではないか。その理由として、等澍院は 4 回の移転をしてきたことが挙げられ
る。最初は栄町に建立されたが、そこではクマがたびたび出没したり、様似川が氾濫したり
したこともあって、現在の本町に移転。その後、国道拡幅や郵便局の建設などもあって、少
し上に移転。当時、護摩堂は本堂としても使われており、その建物はそのまま移築された。
しかし、そこは地滑りが激しく、またお堂の痛みも進んでいたので、建立 200 年の記念事
業として、平成 18 年に本堂を現在の場所に新築した。 
また、この寺が明治時代に一度廃寺になったこともその背景にある。ここは徳川幕府が建

てた官寺なので、檀家さんからのお布施ではなく、幕府からの給料とも言える寺領で成り立
っていた。しかし、明治維新に伴い、江戸幕府の財産が没収されるとともに寺領も途絶え、
後に廃寺となった。その過程で、お寺にあったものはほとんど売りに出されたり、持ち出さ

れてしまったりしていた。そのため、建物もそうだが、
この寺には古いものがあまり残っていない。しかし、残
っているものの中からいくつか紹介する。ご本尊は薬師
如来で、右手に日光菩薩、左に月光菩薩が鎮座している。
また、等澍院より先にエンルム岬には等澍院より古いお

社があり、そこに祀られていた観音様も現在は等澍院に
安置されている。そのほかにも、弁財天像やお地蔵さん
などが安置されており、これらはすべて 200 年記念事
業の際に全部化粧直しがされている。 
歴代の住職は様々なものを残してくれた。初代住職秀

暁が赴任した当時、えりも岬は航路の難所で遭難事故も
多かった。そこで、秀暁は 1 つの石にお経の一文字ず
つを書くという方法で石に写経した。そして、一石一字
塔という石碑を建てた。その石碑は百人浜に現存してお
り、毎年お参りしている。また、観音山は元々は円山と
呼ばれていたが、13 代住職塚田順田が明治 28 年に西

国 33 観音にならい、地元民から寄付を募ってここに
33 体の観音像を設置して以来、観音山と呼ばれるよう
になった。 
国指定の重要文化財である、等澍院歴代住職が遺した住職記も重要。幕府直轄の寺なので、

きちんとした記録を残さなければならなかった。法要の際に使用する道具「百万遍念珠箱」

も国の重要文化財に指定されている。円座になった檀家さんが百万遍念珠という長い念珠を
持ち、南無阿弥陀仏を唱えながら数珠を順繰りに回していく。その数珠や念仏を数えるため
のふたの部分、そしてそれらの入れ物が百万遍念珠箱。このように、少ないながらも貴重な
ものが残されており、今も大事にお守りしている。 
建物で唯一残っているのが、護摩堂。最初に等澍院が建てられたとき、護摩堂は少し遅れ

て立てられたため、昨年が護摩堂建立 200 年であり、その記念に改築した。本当は古い建
物をクレーンなどで吊って移転できれば良かったのだが、古くて痛みも激しかったので不可

能だった。そこで護摩堂を一旦全部解体し、使える部分は再利用し、どうしても無理な部分
だけを入れ替えた。外側の壁は使えなかったので、新しくせざるを得なかった。しかし、柱
や梁などは古い木材をそのままや部分的に使っている。 
護摩堂は、護摩法要という護摩壇

の上で火を焚いてお参りする法要
を行うお堂。護摩壇の周りに渡した
紐の中が結界であり、その中にご本
尊の不動明王をお呼びし、護摩木と
いう木を火にくべ、その木を燃やす
ことによって我々の凡庸や悪い心、
悪霊を駆逐し、願いをかなえるとい

うもの。護摩木のほかに、お米、小
豆、大豆、芥子、胡麻などの穀物も
くべるほか油も使うので、かなり匂
いが出る。先に、等澍院移転の理由
にクマが出たことをお話ししたが、
もしかしたらその護摩炊きの匂い
につられてクマが出たのかもしれない。 
護摩という言葉は、インドの古い言葉サンスクリット語で火を燃やすという意味のゴーマ

からきている。護摩法要は元々は鎮護国家のために京で始まったが、京の都の鬼門である北
東部分に建てられたのが天台宗比叡山で、等澍院はその流れを汲んでいる。等澍院ではかな
り長い間、おそらく廃寺になって以降、護摩法要が途絶えていたが、3 年ほど前からは自分
が毎月 28 日に護摩法要を行っている。ただ、現在、護摩炊きの煙がうまく抜けていかない

構造になっているので、残念ながらみなさんにはご案内していない。近いうちに改善して、
ご案内できればと思っているので、その際は是非お参りいただきたい。 

 

平成 24 年度第 2 回講座のおさらい 



③ 花蘂水産 解説：下条登喜夫社長 
日高では数種類のツブが揚がる。

一番有名な真つぶは正式名称エゾ
ボラ。日高沿岸では静内からえりも
にかけて採れるが、様似からえりも

にかけての水揚げ量が一番多く、サ
イズも大きい。エゾボラはツブの中
でもコリコリ感も強く一番甘みが
強いので、寿司ネタや刺身に最適。
当店は仲買であり、漁組からセリで
買い付け、店の大きな水槽で 3~4
日間備蓄して匂いや臭みを取って
から全国の市場に毎日出荷してい
る。大きな水槽で備蓄することで安
定供給できるのが当店の強み。エゾボラには、アブラと呼ばれる部分があり、人によっては
食べると船酔いみたいな症状が出る。エゾボラに似るが、貝殻にひだのないエゾボラモドキ

は、甘みがちょっと薄い。また、小さいが身が柔らかい灯台ツブはバーベキューやカレーラ
イス、丼物に合う。アヤボラ通称毛ツブは加工用で、珍味類に使われるツブの大部分はこれ。 

 

２．アポイ岳登山 
2 日目はアポイ岳登山。34 名全員が頂上まで登りました。当日の様子を写真でお伝えし

ます。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塾生のみなさん、こんにちは。 

前回第 2 回講座は第 1 回同様、2 日間にわたるジオツアーとの合同企画でした。初日の名所ツア

ーは、これまでのジオ塾で何度か行った場所が多かったためか、残念ながら塾生の参加は多くはあ

りませんでした。でも、等澍院では副住職のお話なども聞けて、これまでとは一味違うツアーにな

ったのではないかと思います。そして、2 日目のアポイ岳登山、ジオ塾では過去 2 年とも雨天中止

でしたが、三度目の正直とでも言いましょうか無事登ることができました。7 名の塾生も全員頂上

まで到達でした。お疲れ様でした。 
 

第 3～5 回講座（7～8 月）のご案内 
 

さて、次回以降の 3 回分の講座のご案内です。第 3 回の野外講座では初めて様似を飛び出し、お

となりえりも町のジオサイトをバスで巡る旅を実施します。今回はお昼をはさんで、様似とは一味

違うお隣のジオをたっぷりと見学してきましょう。ジオだけじゃなく、えりも岬でのアザラシウォ

ッチングや百人浜付近での花観察、さらには猿留山道などの歴史話も予定してますよ。今年度初め

ての座学となる第 4 回講座のテーマはずばり「昆布」。様似町で昆布の研究に取り組んでいる北海

道大学の四ツ倉先生を講師にお迎えし、知っているようで知らない昆布の意外な一面などについて

お話いただきます。そして、第 5 回講座は町外からのお客さんをお迎えするジオツアーとの共催事

業として、エンルム岬で磯の生きもの観察をします。エンルム岬には昨年も行きましたが、前回参

加できなかった人はもちろん、もう一度行ってみたいと思っていた方もぜひご参加ください。  
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第 3 回～第 5 回は 1 ページのとおり 
第 6 回 8 月 26 日（日）全日 野外 金山鉱山跡と浦河のジオサイト巡り 

今後の講座 

（予定含む） 

ツブのアブラにご注意 
 
前回講座で訪問した花蘂水産の社長さんの解説にあったように、真ツブなどに含まれるア

ブラという部位を食べると、めまいなどの症状がでることがあります。これは、唾液腺（ア

ブラ）という部分にテトラミンという弱い毒性を持つ物質が含まれるためです。なぜ真ツブ

がこんな毒を持っているかというと、真ツブは肉食性の巻き貝なので、食べた餌を消化する

のに必要であるとか、捕食するときに餌を麻痺させるのに使うと考えられていますが、本当

のところは良くわかっていないようです。ちなみに、「武士の一分」という映画では、木村

拓哉演じる主役である毒見役の武士が、「赤つぶ」という貝の毒にあたり失明するというス

トーリーになっています。真ツブのテトラミンによる中毒症状は比較的軽く死亡した例はな

いようですが、アブラはきちんと取って、安心しておいしくいただきたいものです。  

ジオコラム ⑮ 

第 3 回講座：野外【えりものジオ・エコ・歴史のバスツアー】 
１．日 程：平成 24 年 7 月 16 日（月・祝日） 9：00～16：00 

２．行 先：襟裳岬・百人浜・悲恋沼・ビタタヌンケ ほか 

３．集 合：8:50 までに中央公民館前 

４．持ち物：昼食を持参してください・「風の館」入館料 500 円が必要です。 

５．申込み：バスの定員に限りがありますので、希望者は事前にお申し込みください。 

第４回講座：座学【昆布のおはなし（仮）】 
 講師：北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 四ツ倉典滋 准教授 ほか 

１．日 程：平成 24 年８月２日（木）19:00～21:00 

２．会 場：町立様似図書館視聴覚ホール 

 ＊申し込みは不要です。直接会場にお越しください。 

第 5 回講座：野外【エンルム岬の磯の生きもの観察】 
１．日 程：平成 24 年８月 3 日（金）9:00～12:00 

２．集 合：8:50 までに様似郷土館前 

 ＊申し込みは不要です。直接集合場所にお越しください。 


