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文化散策サイクリング 脇屋義助公廟
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道の駅 今治湯ノ浦温泉

奈良時代の伊予国・国分尼寺として
建立された、真言律宗の寺院。地元
の漆器業者の信仰を集めて、寄進さ
れた菩薩には漆器の修繕などに使わ
れたこくそ漆が用いられている。

桜井はかつて漆器のまちとして栄えた。江戸幕
府の天領であったことから御用米運搬のための
廻船業に始まり、椀船行商を経て、漆器製造業
へと発展した。漆器製造の始まりは江戸後期頃
とされ、輪島や黒江などの全国の漆器産地より
職人を招いたことにより、漆器製造業が拡大し、
最盛期である大正期には 350 人を超える職人が
桜井で活躍したという。

江戸期に桜井の有志が寄進し、西国
巡礼のように桜井を一巡できるよう
に配置された 33 体の観音像である。
「お産が楽になる」など現在も地域
住民から厚く信仰されている。

中世に伊予の守護として活躍した大
館氏明が拠点とした山城跡地であ
る。険しい岩肌が特徴で、自然を活
かした要害地となっている。

湯ノ浦温泉の源泉付近に位置する
道の駅で、湯煙が立つモニュメン
トや温泉スタンドが設置されてい
ることが特徴である。レストラン
や土産コーナー、今治の観光情報
を収集できる休憩スペースがある。

自然豊かな砂浜海岸が広がる桜井で
はハマヒルガオ、ハマゴウ、ハマダ
イコン、オカヒジキ、ツルナ、コウ
ボウムギなどの海浜植物を見ること
ができる。

ひうち灘に面した桜井漁港では、底引
き網漁によってタイやシロエビが水揚
げされる。漁協組合などが主催する「た
いたい市」では、女性部手作りのじゃ
こ天などが食べられる。

漆器製品の製造・販売を行って
いる。施設内には、漆器製造を
見学できる箇所があり、ガラス
越しに職人の技を間近に見るこ
とができる。

脇屋義助は兄の義貞とともに鎌倉幕府
を倒したことで名を馳せ、その後は伊
予に下り、今治の国分で生涯を終えた。
国分には、脇屋義助公廟が建てられて
おり、付近には義助を称える石碑があ
る。

大宰府に左遷される途中で桜井に漂着した菅原道真に対して、地元の人々が
漁業で使う綱で円座を作り、もてなしたことが「綱敷」の由来とされる。境
内には漆器行商で活躍した廻船問屋や伊万里商人が寄進した灯籠などが残さ
れており、漆器行商で栄えた桜井の歴史の一端をみることができる。春季例
大祭などの祭礼や観梅会の行事には県内外から人々が訪れ、伝統文化を継承
する場となっている。

約 11ha の広大な志島ヶ原には約 2500 本のクロマツやア
カマツ、アイグロマツが生い茂っており、日本の渚百選
に指定されている。志島ヶ原保護協会や地元の中学生な
どが協力して植樹や清掃に取り組んでいる。

海岸沿いに位置し、綱敷天満宮の春
季例大祭で神輿が巡行する御旅所の
ひとつ。ここでは、地元小中学生に
よる巫女舞が披露される。

長野孫兵衛通永が開墾し、灌漑整備
がなされたことに由来した地名・孫
兵衛作。村人が孫兵衛の功績を称え、
細埜神社に祀っている。

瀬戸内海・ひうち灘に面する今治市・桜井は、漁業や物流の拠点として、また文化の発信地
として栄えてきました。桜井漆器の産地として知られ、その歴史は江戸時代まで遡ります。
菅原道真ゆかりの綱敷天満宮では、桜井の人々によって「継ぎ獅子」などの伝統文化が受け
継がれています。ひうち灘に沿って、自転車を走らせれば、瀬戸内海の美しい砂浜、多島海
の景観、青々とした松林など、瀬戸内の豊かな自然と、港町・桜井の歴史文化にふれること
ができます。桜井漁港を出発して、桜井の文化散策に出かけましょう。

洞窟内でシダを炊き海水を使って蒸
気を発生させて使っていた日本式の
サウナ。その歴史を平成期まで伝え
た唯一の石風呂である。
（※現在は閉鎖中のため、立入り禁止）

昭和 56 年に移築された大浜灯台
の灯台吏員退息所。赤レンガ作り
の建物は近代化遺産のひとつであ
る。唐子浜からは、穏やかな瀬戸
内海と島々、赤灯台が見える。

明治 35 年に来島海峡に建設された西洋式灯
台（近代化遺産）。保存を望んだ地元有志に
より昭和 53 年に現在の場所に移築した。唐
子浜から望むひうち灘のシンボルである。

旧暦 6 月 17 日に行われる厳島神社の祭礼。満 7
歳までの男児を対象に、成長を願う父親が「鳥居、
松、波、赤い月」の 4 つが帆に描かれたわら舟を
泳いで引き、沖に流す。

志島ヶ原の海岸に向かって建てられた綱
敷天満宮の鳥居。伝統行事「宮島さん」
のわら舟流しの行事は、東の鳥居をぬけ
た海岸で旧暦 6月 17 日におこなわれる。

菅原道真が大宰府に配流される途中
で遭難し、この地に漂着した際、濡
れた衣服を干したとされる岩。

四国で初めての国民保養温泉地。
毎年秋には湯ノ浦温泉まつりが開
催され、多くの人で賑わう。

唐子山の山頂にある能島の水軍村
上武吉が築いた城跡（日本遺産）。
　今治城築城の資材となった。

虎ヶ鼻から、村上水軍の出城
があった平市島をはじめ、瀬
戸内海の島々や、遠く西条市
や新居浜市の工業地帯を見渡
すことができる。

古国分・寺山の山腹にある墓
所。中央に今治藩の初代藩主
久松定房、その左右に３代定
陳、４代定基の墓石が建立さ
れている。参道の両側に約
60 基の灯籠が立ち並ぶ。

神社西側の西天神通りには、かつて
映画館や漆器製造業者、商店が建ち
並び、人通りも多く賑わっていた。

毎年 5 月 5 日に執り行われる綱敷天満
宮の祭事。大人・子ども神輿が桜井全
域を練り歩く。境内では、大人３人が
縦に組んだ上で獅子児が舞う無形民俗
文化財「継ぎ獅子」が奉納され、毎年
多くの人で賑わう。

桜井漆器

春季例大祭
綱敷天満宮

唐子山ルート
唐子浜ルート

沖浦ルート
桜

井漁港から石風呂までのサ
イクリングルートからは、
比岐島や平市島など瀬戸内
海特有の多島海の景色を見
ることができる。

長沢ルート
孫兵衛作から明神橋までの
サイクリングルートでは、
道の駅湯ノ浦温泉や、伊予
桜井漆器会館を訪ねること
ができる。

唐子浜から桜井漁港までの
サイクリングルートでは、
赤灯台や、海の子の家など
ひうち灘の景色と桜井の歴
史文化を見ることができる。

明神橋から唐子浜までのサ
イクリングルートでは、唐
子山や寺山などに位置する
歴史遺産を見ることができ
る。
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コースに沿って進もう！
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