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3.尾口村からの開拓移住者 

 

尾口村の概要 

尾口村は石川県の南部、白山の北西麓に位置し

ている。総面積 137k ㎡。起伏量の大きい急峻な

地形が卓越し、また冬季には気温が低下する。こ

のため、村域のほぼ 70％にあたる約 94ｋ㎡がお

もにブナ科の落葉広葉樹林でおおわれ、加耕地の

面積はきわめて少ない。 

村内にある九つの集落は、それぞれ白山から流下

する手取川および尾添川の形成した小規模な川岸

段丘、あるいは両河谷に沿う山腹緩斜面にすぐ接

しているため、これまでしばしば洪水や土石流に

よる被害を蒙ってきたと、尾口村村史にはありま

す。このため被害を蒙った地区民が広大な大地、

耕作地を求めて北海道に移住した歴史があります。 

 さらに、尾口村は加賀海岸から直線距離で 30

㎞内陸に位置する。このため、冬期に日本海沿岸

で形成される大量の雪片.が季節風によって運び

こまれる。それが山地に阻まれて降雪となり、我

が国屈指の豪雪地帯になっている。 

 

集落の概要 

昭和 48年当時の集落の概要を村史から見てみると。 

手取川流域には、下流から女原、東二口、五味島、釜谷、鴇ケ谷、深瀬の 6集落があり、 

一方、尾添川の流域には瀬戸、東荒谷、尾添の 3 集落がある。このうち明治初期には「尾

添」と「東二口」が最も有力な集落であった。このため、明治 22年の町村制施行に際して

は両集落にちなみ「尾口村」と命名されたとあります。 

村史の第 1巻・第三節 集落誌より各集落を見てみると。 

 瀬戸 瀬戸は尾添川の形成した段丘上に立地し、尾口村の最北部に位置する集落。尾口

村の最北端に位置する集落である。集落内を県道の岩間・瀬戸野線が通貨し、か

かっての尾添往来の入口にあたる。昭和初期頃まで瀬戸は尾添川沿いの各集落へ

の物資輸送の中継点であった。昭和初期の開田事業の前まで水田面積はわずかで、

畑作、養蚕などをはじめ、交通、商業などにも従事した。 

     戸数は明治初期に 71 戸、昭和初期 71 戸、昭和 35 年には 102 戸に増加、昭和
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47年には 97戸で戸数に大きな変動はない。 

    明治初期の 71戸はほとんどが農家であったが、水田は 2町歩に満たず、大半は畑

作で麻、桑の栽培や養蚕、製炭に従事していた。 

    尾添川に沿う各集落から鶴来あるいは白峰方面への物資の輸送は主に瀬戸の人々

が従事していた。 

    明治末期より昭和初期にかけて、瀬戸地方より肥料用の石灰が盛んに産出した。

これは通称“野”（瀬戸野）と呼ばれれる地域付近に数か所あった石灰山で採掘さ

れたが昭和 15年頃には衰退した。 

    大正末期頃までは冬期、主に金沢の酒造家（フクマサ、イシヤ、キョウヤなど）

へ杜氏として出稼ぎに行った。当時この村にはおよそ 5 人の杜氏がおり、親方と

して各自 7～8 人の下働きを連れて出稼ぎにでていた。大正期から昭和 10 年頃ま

では、金沢のほか京都、大阪の酒造家へも出ていた。 

    一方、女子は女中奉公に各地へ出ていた。    

 女原 手取川右岸、河床との比高差は約 20m河岸段丘上に立地し、集落の北端には尾口

村役場ある。 

    戸数は明治 7～8年頃 72戸をあったが、明治 22年頃には北海道への集団移住のた

め 60戸に減少したが、その後明治末には 56戸となった。昭和 5年当時には 50戸、

15年には 45戸と戸数が漸減したが、昭和 35年から 40年にかけては 40戸前後と

ほぼ安定。昭和 45年以降は 35戸に減少している。 

     明治 25 年頃の耕地は水田が約 2 町 2 反歩、畑が 98 町歩、焼畑 75 町歩、山林

90町歩であった。かっては焼畑適地であったが現在は杉の造林が行われている。 

国道沿いに列状に家屋が配列する。集落域は手取川右岸の三村山北西斜面を占め、

面積は 572㌶。 

    古来より鶴来と白峰とを結ぶ交通の要所として、荷馬車やボッカによる運送業が

盛んであった。 

    また、明治期には成年男子の殆んどが 3 月から 9 月福井県大野の石灰焼きの出稼

ぎに、9月 15日の秋祭りが終わると、金沢あるいは富山の酒屋へ杜氏として出稼

ぎに出ていたが、昭和 4～5年頃白山水力会社が出来ると石灰焼きの出稼ぎはやめ

るようになった。 

 東二口 手取川の左岸の西側斜面に位置し、海抜420ｍ～460ｍにかけて集落が立地する。 

   河谷底から 120ｍの高さの山腹緩斜面に位置するため、他集落に比べ過去の水害の

際にも大きな被害を受けていない。 

   かっては尾口村最大の規模を持つ集落で、藩政時代には戸数は約 120 戸。明治 9

年には 68 戸、その後明治 29 年には北海道への移住があり、戸数の激減を見た。

大正期に入り戸数は安定した、大正 11 年に 32 戸、昭和に入っても顕著な戸数の

変動はなかったが、昭和 30年頃より戸数の漸減傾向があらわれ、昭和 35年 22戸
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まで減少した。 

 耕地の絶対面積が狭小なため、戦前までの主な生業は出作りでの焼畑経営と、

養蚕や製炭を営んだ。特に製炭は尾口村の中でも相対的に早くから行われ、主要

な現金収入源となっていた。 

 

 五味島 手取川左岸にあり背後にはすぐ山がせまる狭小な谷底平野上に立地する。幾分

段丘化されている部分もあるが、沖積面に位置するため常に洪水の危険にさらさ

れてきた。とくに明治 29年と昭和 9年の洪水時には大きな被害を受けた。 

戸数は明治 12年に 18戸、昭和 35年には 14戸とこの間に僅かの減少があるが、

昭和 46年以降約 19戸に増加した。昭和 50年 1月手取川ダム建設のため全戸転出

した。 

五味島は戸数、耕地、林野面積とも尾口村で最も小規模な村であった。かっては、

ボッカ、養蚕、製炭が生業の中心。 

五味島の畑は川原を開墾・造成したものが多く、明治 29年及び昭和 9年の二度の

水害で荒地化し、その後開墾されることはなかった。 

集落域はほとんど集落背後の山地斜面に限られる。面積は 100㌶にすぎない。 

  釜谷  手取川の左岸に位置し、集落と耕地は谷川が形成した 2 段の段丘と沖積面に

乗っている。このため釜谷は尾口村を何度か襲った洪水にも、それほど大きな

被害を受けていない。しかし、明治 31年に大火にあっている。 

明治 12年に 27戸、同 25年に 31戸であったが明治 31年の大火のため 5～6戸

が北海道へ移住して減少、昭和 20年には約 23戸になり、昭和 35年から 45年

の間に増減をしたがほぼこの戸数を維持していたが、昭和 50年 1月手取川ダム

建設のため全戸が転出した。 

養蚕が主な産業であった。集落域は集落背後と手取川対岸との山地斜面を含み

そのほとんどが共有林野であり、製炭も盛んであった。 

  鴇ケ谷 鴇ケ谷は手取川の支流下田原川左岸の山地斜面、高度 480～490ｍ付近に立地

し、村内では最も高所に位置する集落である。 

     明治 19年の戸数は 402戸。主な生業は焼畑、出作りをはじめ製炭、養蚕などお

もに山林に依存していた。戦後、村内各地で山地斜面に依存した生業がすたれ

ていったが、ここでは昭和 35年頃まで焼畑や製炭を行っていた。 

     明治末期に 10 戸余りが北海道に移住した。それ以降は人口、戸数ともに減少。

昭和 30年頃の林道開設を機に離村者が急増し廃村となっている。 

  深瀬  手取川右岸の小規模な河岸段丘上位置し、集落の背後には大辻山の山腹急斜

面が迫り、可耕地ほとんど無い。６集落のうち最南端に位置する。 

     戸数は明治 12年に 72戸、大正 5年には 72戸、昭和 9年には 77戸とほとんど

変動していないが、昭和 9 年 7 月の水害で集落の殆んどが被害を受けた。昭和



4 

 

35 年頃から徐々に減少しはじめ、昭和 48年には 63戸、昭和 50年手取川ダム

建設のため、鶴来、野々市、金沢方面に転出した。 

     ヒノキを材料にした桧笠の生産が盛んであった。また、深瀬には毎年 2月 15日

～17 日の 3 日間深瀬道場で「でくまわし」を上演。昭和 35 年 5 月に石川県指

定無形文化財となる。 

  東荒谷 尾添川の左岸、海抜 370～400ｍの北向き斜面に立地する。したがって平坦地

は全くなく、各家庭は階段状に配列し、鴇ケ谷を除くと村内最小の集落である。 

     なお、集落背後の急斜面には雪崩防止のためにブナ林が禁伐林として残されて

いる。 

     戸数は明治 12 年に 19 戸、明治末頃には数戸が北海道へ移住した。大正期の戸

数は不明。昭和 5年当時には 17戸その後、戸数、人口ともに大きな変動はなく、

昭和 35年には 16戸を数えた。これ以降は漸減傾向を示すが、昭和 45年に 15

戸 62人、昭和 49年は 15戸 55人と明治初期の人口の約半分に減少した。 

転出先は昭和 27年以降では鶴来、金沢に多く、村内の移動は皆無である。 

東荒谷には、明治以降、昭和 48年まで水田が絶無であった。これに反し山地斜

面の土地利用は盛んで、焼畑、製炭などに全戸が従事していた。 

      

 

      

  尾添  尾添は同名の河川 尾添川（手取川の支流）が形成した高さの異なる段丘に

またがって立地している。集落域は岐阜県にまで達する。各々の段丘面は北か

ら 427ｍの“オゾムキ”、444ｍの“ミツヤ”、510ｍの“野”で南にいくにつれ

高くなり、集落の最南端は“尾添野”と呼ばれる段丘面（高度 630ｍ）に続い

ている。 

     各段丘面に家屋が塊状に配置されていることから三つの独立した集落に見える。 

     明治12年頃102戸を数えた尾添は東二口ととともに村内の有力な集落であった。 

     その後人口、戸数ともに大きい変動はなく、昭和 2 年には戸数 114 戸とやや増

加している。しかし、昭和 5年には戸数が 85戸に減少し、漸次減少傾向となり、

昭和 53年には 54戸となっている。 

集落域は目附から村域の西南端に広がる起伏量の大きい山地斜面を含み、南部

は国有林に属するものの、岐阜県堺にまで達している。面積は 8,742㌶である。 

     尾添は尾添川の形成した高度の異なる三つの段丘面に立地し、集落の南部は通

称「一里野」の段丘面に続いている。したがって可耕地も広く、明治期すでに

僅かながら水田が経営されていたほか、段丘面では麻をはじめ各種の作物が栽

培されてきた。 
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尾口村の歴史 

中世になると、日本三霊山のひとつ白山の杣取権（白山禅頂の社殿造営権）を巡って加賀・

越前・飛騨の村で争いがたびたび起こった。 

寛文 5年（1655年） 加賀・越前両藩の間で争いが起こり、徳川幕府が仲裁をおこなうこ

ととなる。 

寛文 8年（1668年）加賀藩主前田綱紀の岳父保科正之の斡旋によって白山麓十八ヶ村（東

谷 11ヶ村：瀬戸・女原・二口・五味島・釜谷・鴇ヶ谷・深瀬・下田

原・島・風嵐・牛首、西谷 5ヶ村：杖・小原・丸山・須納谷・新保、

尾添谷：荒谷・尾添）は天領となった。 

※天領となる際、加賀藩残留を希望した村民が門前町へと移住した 

明治 3年（1870年） 12月に白山麓十八ヶ村は本保県に入る。 

明治 5年（1872年） 11月には石川県能美郡に含められ、石川県の管轄となった 

明治 22年（1889年） 町村制施行で尾口村となる。 

大正 9年（1920年）  尾添で火災が発生し全戸数の 8割を消失する 

昭和 24年（1949年） 石川県石川郡に区域変更となる。 

昭和 38年（1963年） 38豪雪 

昭和 52年（1977年） 「でくまわし」が国の重要無形文化財となる。 

           白山一里野温泉スキー場開設。白山スーパー林道開設。 

昭和 54年（1979年） 手取川ダム完成 

           釜谷・深瀬・五味島・鴇ヶ谷の 4集落およそ 100戸が水没。  

代替地の鶴来町深瀬新町等へ移住。 

昭和 56年（1981年） 56豪雪。尾口村役場前で 4.4m、一里野温泉スキー場で 5m以上の

積雪を記録し、スキー場は閉鎖された。  

昭和 60年（1985年） 民アンケートの結果を基に「尾口村民憲章」「村木(すぎ)」「村花(山

ゆり)」「村鳥(うぐいす)」を制定。 

昭和 62年（1987年） 昭和 9年以来廃道となっていた加賀禅定道が復元。 

昭和 63年（1988年） 第 1回一里野音楽祭開催。 

平成 3年 （1991年） 白山瀬女高原スキー場開設。 

            尾添川で日本最古級の恐竜化石(イグアノドンのひ骨)発見。 

平成 5年 （1993年） 「おぐち」と「おくち」の二通りあった尾口村の呼称が、村当局と

村民アンケートの結果から「おぐち」に決定。 

平成 6年 （1994年） 1668年の集団移住が縁で交流を続けてきた石川県門前町と友好町

村締結。 

平成 9年 （1997年） 県内初のスキージャンプ台「一里野シャンツェ」が供用開始。 

平成 11年（1999年）  「Eメール村民制度」がスタート（2005年 1月現在、村民は 3800
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人を超える。なお、2005年 2月の市町村合併に伴い廃止された 

平成 17年（2005年） 1月 16日白山市への合併に向け、閉村式が行われた。 

平成 17年（2005年） 1月現在の時点で人口が石川県内では最少、日本国内では 30番目

に少ない村であった。 

 平成 17年（2005年） 2月 1日に、野々市町を除く石川郡を構成する町村及び、松任市

と合併し、白山市になった（Wikipediaより） 

 

集落戸数の変遷. 
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明治初期の集落別戸数・人口（尾口村史第一巻資料編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転出者の移住先とその転出理由について 

集落名 転出年 転出理由 戸数 転出先 

女  原 明治 22年頃 集団移住 10戸位 北海道 

東二口 明治 29年 水害のため  北海道 

五味島 昭和 50年 手取川ダム建設のため 19戸位 石川県内 

釜  谷 明治 31年 大火のため 5～6戸 北海道 

鴇ケ谷 
明治末期 集団移住 10戸位 北海道 

昭和 30年頃 林道が開設し利便性向上 廃村 石川県内 

深  瀬 昭和 50年 手取川ダム建設のため  石川県内 

東荒谷 明治末期 集団移住 数戸 北海道 

 

北海道への移住 

尾口村史では尾口村の各集落からは明治 22年以降～明治末期にかけて北海道に集団で移

住している。これまで屯田兵制度が士族に限定されていた募集要項であったが、一般平民

に拡大され、北海道の未開奥地の開墾に制度が転換した結果である。したがって、尾口村

に於いても平民としての屯田兵募集があったと推測される。 

屯田兵制度は明治 33年でその制度は終わることになるのであるが、東荒谷地区民の北海

道移住は先住の縁故関係による小作人としての移住であったと推測される。 

 村史の中では集落名が判明しているのであるが、移住者氏名や移住先それと何故、住み

慣れた村を捨てなければならなかったのかの理由も記載してありません。それについては、

道下公民館館長の話では、集落の地盤が大規模崩落し親戚一族郎党が北海道に移住した集

落もあったと話されていた。 

 村史から北海道へ移住した記述を調べて見ることにしましょう。 

男（人） 女（人）

瀬 　戸 355 182 173 71

女　 原 247 120 127 49

東二口 342 157 185 68

五味島 87 44 43 18

釜　 谷 179 86 93 35

鴇ケ谷 272 140 132 42

深　 瀬 426 222 204 74

東荒谷 131 71 60 18

尾　 添 650 296 354 121

鴇ケ谷、深瀬、東荒谷は明治19年、その他の集落は明治9年の

戸籍簿より集計。

集計年次が集落により異なるため、全村の戸数・人口は計算されていない）

総人口（人）
性別人口

戸数(戸)
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尾口村の年中行事より（村史第二巻資料編二） 

 尾口村の年中行事の項には行事そのものが村の集合体で行われてきたものではなく、地

理的な条件から山村社会の共同体としての特質がうかがうことが出来るのである。 

 家の行事より一定な山地の共有性を優先させ、個々の家の経済性が村に強く依存してき

た結果でもあると書かれている。 

 この項で、北海道への移住について記述されている。 

「東二口では、明治 29年の水害により北海道移住を余儀なくされことがあり、東二口の土

井下正雄氏（明治 37 年生）の話では、明治 30 年頃に生活難に追われた人々が『高島開拓

団』という名でこの辺りの家 200戸ほどをまとめて移住したという。 

 主として石狩、十勝方面が移住先であり、越中の伏木港から小樽へ入り、3年間は高島氏

が生活保障したというが、小屋がけの生活はとても厳しいものであったという。」 

この模様については当時の旧村長であった鈴木という人が団長であり、一度行って戻って

きた折に村の人々に語り、再び北海道に渡って医者をしていたと伝えている。 

藩政期に約 120戸あった村が、明治 5年には 95戸、明治 12年には 62戸、大正には 32戸

と急激な減少を見せている。 

北海道への移住は、明治末期に鴇ケ谷 10 戸、東荒谷数戸、明治 31 年に大火のあった釜谷

は 5～6戸があるが、比率からいえばそれほど顕著ではない。」 
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社寺に見る北海道移住（村史第二巻資料編二） 

① 浄念道場と鈴木九右衛門 

東二口には二つの道場があった。浄念道場は小松勧帰寺門徒が所蔵している。『二口村由緒

記』では、本願寺八世蓮如に帰依した浄念坊が開設したとされる。浄念道場は当初四次郎

家の自庵であったようであるが、延宝期（1637-81）に家が退転したためこのときから惣道

場として道場役がおかれたようで、元禄期（1688-1704）まで長右衛門、中谷久兵衛が道場

役となり、その後、鈴木九右衛門が木仏を安置し、明治 32年までの 2百有余年道場を守っ

ていたが、家の都合にて北海道十勝の国へ転出することとなり、善財六三郎がこれに代っ

たとされている。 

② 東二口神社と鈴木九右衛門 

東二口神社は二社合祀の複合神社で一社は二口

の開祖といわれる表氏が祀った大黒天、他の一

社は鳥越村の鳥越城より落ち延びたと伝えられ

る鈴木氏が守り本尊としていたという観音であ

る。 

鈴木九右衛門の後裔の金次郎氏が明治 32 年に

北海道へ移住した時、神意を奉伺して観音像を

北海道へ持参した。その長女が嫁した斎藤家（北

海道足寄郡足寄町）には今も観音像が護持され

ているという。 

北海道足寄町の斎藤家文書には、文久元年鈴木

家由緒書きが残されており、文久元年（1861）

の古渓（鈴木）九右衛門の先祖は鳥越城主鈴木

出羽守の嫡男右京進で、遠祖は紀州の鈴木一族

だという。守本尊の如意輪観音は紀州熊野十二

社の一つで、鳥越落城後、二口村に永住するこ 

とになり、二口村の氏神にこの観音を貸与、種々

奇譚のあったことが伝えられている。 

 

 

 

 

 

 

東二口にあった浄土真宗の道場です。 

表家は蓮如上人に帰依した表久左衛門が道場

の開設者で、古くから道場役を世襲してきた家

柄です。 

家の間取りは内陣、外陣形式となっており、寺

院的要素の強い家道場として地域振興の中心

的役割を果たし、東二口で庄屋をも務めた旧家

です。 

江戸時代末期に建てられた入母屋造り茅葺と

なっています。 

昭和 59 年に白山市民族資料館に移築されまし

た。 
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北海道への開拓移住者について 

 村史を調査した結果、高島開拓団が十勝方面に移住したとあります。また、道下公民館

長との聞取りの中で、池田町との話題もありそれらを総合して地図上で検討してみると、 

① 十勝方面への移住者達 

北海道中川郡池田町の北側に利別川を挟んで高島地区があった。 

 高島開拓団について調べると意外なことが判明した。 

池田町に初めて入植したのは明治 12年に山梨県出身の武田菊平といわれております。そ

の後、本格的に開墾が始まったのは明治 29年。鳥取藩主の池田侯爵による「池田農場」と

大資本家の高島嘉右エ門による「高島農場」の二大農場によって開拓が進められました。 

高島嘉右エ門は後に高島易断を創設した人物です。 

明治 42年 8月伊藤博文は北海道視察を行ったとき、高島農場支配人の細野生二が伊藤を案

内し、農場の現状を説明した。細野は明治八年、金沢に生まれ、嘉右衛門の漢学塾で学ん

だのが機縁となり、高島農場の管理を任された人物である。 

 これが縁で北陸 3県から高島開拓団として十勝に入植した理由が判明したと思う。 

 十勝毎日新聞のホームページで十勝地方の歴史があり、高島開拓の項目を転載させて戴

く 

 明治 29年、利別川の両岸に広がる下利別、蓋派（大森）原野約 1,100ヘクタールを取得

し、高島農場を設立したのが易学の大家で、大物実業家の高島嘉右衞門。 同町史、池田

町の農業（高島農場史）によると、自らは不在地主で、管理人に一切を任せていた。しか

し、管理人による厳しい支配体制の下、石川、富山両県から渡ってきた小作人は当初食料

を確保するのも難しかった。 

 大正 15年に記録された「創業日誌」には「漸次不穏ノ空気漲ル」と一揆寸前だったこと

を表現。「人々が実ニ臥薪嘗胆、血ノ滲ムガ如キ奮闘ノ跡アルヲ深ク脳裏ニ刻シテ後進ノ

人々ニ云フベキナリ」と記述している。 

表家の仏間  
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 実家も嫁いだ先も同地区の小作人だった横山むめさん(94)は「小作人時代の苦労は大変な

ものだった。せっかく取れた作物（雑穀）も小作料としてほとんど納めさせられ、何も残

らず、正月に子供に足袋一足買ってやれなかった。戦後解放されたとき、こんなうれしい

ことはないと思った」と振り返る。 

 また、高島で親子二代、小作人と商売を経験した鎌田順一さん(91)は「大正十年ごろまで

は、いなきびか麦を食べ、米は正月ぐらいだった。小作料は大豆で納め、商人から貸し付

けられた一年間の生活物資は、色豆、小豆で支払っていた。ほかの地区も似たようものだ

ったと思う」と話している。 

② 北海道空知郡奈井江町への開

拓移住者について 

道下公民館長からは北海道

空知郡奈井江町へも開拓移住

者がおり、定期的に交流してい

るとのことであった。 

空知郡の開拓団の多くは明

治 22年～33年までの平民屯田

兵舎が多く存在する地域でも

ある。 

空知郡滝川市では旧の北江

別乙町、南江別乙町の屯田兵名

簿には、尾口村女原の山根喜助、尾口村東二口の北山伝八、尾口村東二口の林新助の屯

田兵が判明している。他にも氏名が分かっているが出身地が不明の人達も多数いるので

ある。江別地域の屯田兵の入植は、第 2船金沢丸（500ｔ）で横浜→神戸→坂井→小樽 

明治 27年 5月 12日江別乙 到着 

  茨城、千葉、和歌山、高知、福井、石川、富山の屯田兵とその家族 152戸であった。 

  第 1船は日の出丸で 1300ｔ、金沢丸はトン数も少なく、乗船人員も多かったので、輸

送環境は劣悪であったと言われている。 

  東二口からの移住者の中には晩酌が終わり、囲炉裏に向かっている父親が火箸にタオ

ルを巻き火箸をくねらせているので聞くと、「でくまわしをうまく舞っているかのー！」 

  と故郷の人形芝居を心配していたと道下公民館長が聞取りの中で話されていたことが

印象に残った。 

 

 

 

 

 

池田町 

奈井江町 



12 

 

 白山部落郷土史の「白山開拓 100年記念誌」より一部を紹介します。 

 白山部落とは奈井江町で白山麓、福井県出身者が入植し、加賀の霊峰白山を仰ぎ見ると

の思いから「白山部落」と命名した開拓地区です。この地に入地した開拓者達は白峰

村出身が多く移住しています。 

  記念誌で第 9 章各戸の紹介で尾口村出身の北出隆介氏（大正 2 年生）が寄稿されてい

るので紹介しておきます。 

 北出家の先祖は白山の麓で石川県尾口村字東二口で本家は今も住んでいる。 

 私は大正 2 年石川県尾口村の山里で生まれた。私の子供の頃は集落の人達は炭焼きや農

業背で、暮らしを立て合掌造りの大きな家では養蚕もして居ました。豪雪の地で、冬

は杉の用材を切り出して居ました。蓮如上人の布教で加賀一帯の住民は、信仰心が厚

く浄土真宗の門徒で、人情の深い所でした。文化の面でも東二口には 350 年前から伝

わる国の文化財、文弥人形劇があい、義理人情と兄弟愛を演ずるものです。白峰のカ

ンコ踊りと共に有名です。私は父の不幸で兄弟と共に母に手を引かれて奈井江村に来

ました。 

 大正 14年白山の地が第二の故郷になり、奈井江小学校にも通いました。翌 9号線東 1線

細田さんの所に家を建て、5年後に東 2線に移りました。旧白山小学校の隣で跡地には

白山会館が建っています。昭和 14年召集で外地に 5年程おり、除隊後には三井東圧砂

川工業所に勤務。同 45年定年退職しました。今 80年近い人生を送り追想することは、

明治に開拓入植された先人達にただただ頭の下がる思いです。この地区も信仰心の厚

い方々ばかりで、さらに自然にも恵まれ、里山公園や奈井江温泉も近くにあり、土と

楽しみながら暮らしができ、今開拓百周年を迎えお祝いすることが出来てこの上ない

喜びです。 

 白山連合区の益々の発展を祈念しいつまでも住みよい豊かな白山でありますように願っ

ています。 

 

文弥でくの舞由緒書き 

抑二口村に伝来せられる文弥浄瑠璃之由緒を尋るに、明暦元年の頃、了教、三郎太夫

都之誓願寺に而、中谷三郎兵衛、浪速国道頓堀に而、出口信教宮尾に而、浄瑠璃の奥

義伝承伝候、表久左衛門、浪速の国道頓堀にて、三番叟口上の奥義承伝候、此の四人

共、学問の傍ら承伝候ニ、故人申由にて候、このでくの舞、二口村安穏のためなりと

申由、承伝候、末代の世に至るも、二口村に而守り置くべき候と申由、承伝候、後日

の為め、ここに記す。 

尾口村で行われている人形芝居の『でくまわし』である。深瀬地区と、東二口地区に伝承

されてきた民俗芸能で、昭和 35 年 5 月には石川県指定の無形文化財となり、昭和 46

年 4 月には「記録作成等の処置を講ずべき無形文化財」として選定された。さらに昭

和 52年 5月 17日には重要無形文化財に指定されている。 


