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巡礼その三十四 大分 

 

2005 年 12 月 29 日 

 ５時 30 分起床、タクシーで品川へ行き、京浜急行で羽田へ。２階で朝食のハ

ヤシライス、妻はサンドイッチを食べる。セキュリティーチェックで二人とも

大変な目に遭う。バックの中にアーミーナイフが入っており、取り出して再度 X

線をかける。するともう１つ有ると言う。バックの中身をすべて調べるとなん

と妻のポーチからもう１つアーミーナイフが出て来た。それはもう大変であっ

た。８時 10 分発の JAL1783 便 10 分遅れで大分へ。マツダレンタカーで車を借

り国東半島巡りに出発。最初の釜ヶ迫国東塔（重文）は小さな集落の裏に有り

標識は出ているがわからない。野良仕事のおばあさんに聞き、何とか民家の上

にひっそりと立っているのを見つける。国東半島独特の宝塔である。すぐそば

に磨崖地蔵石仏があった。次に石丸国東塔（重文）へ行くが何度も道を間違え、

やっと中学の裏に立っていたのを見つけた。しかしそこへ行く道がわからず校

庭を横切っていった。この周りは食堂はおろかコンビニもないがとてものどか

である。大田村を目指し田原家五重石塔（重文）を見る。スリムな美しい塔で

ある。川を挟んだ反対側に田原若宮八幡社があり、ここにも国東塔が有る。こ

の周りは渓谷になっており鍋山の中腹岩壁に不動三尊の鍋山磨崖仏が彫られて

いる。全体に保存状態が悪く、特に矜羯羅童子は見分けがつかない。次は今日

のハイライト熊野磨崖仏である。駐車場でポカリスエットを買い鳥居をくぐっ

て、急な鬼の階段を登る。上を見ないように一歩一歩無心で登る。石段しかみ

ていないので頂上まで登ってしまった。どこを探しても磨崖仏はない。不思議

に思い、人に聞いたら少し下の巨大な岩に彫ってあり、下を向いたまま登って

いたので通り越してしまった。不動明王は凄い迫力、大日も素晴らしく上部の

曼荼羅が面白い。足の悪いおばあさんも杖をつきながら登ってくる。信仰の力

は凄い。次に真木大堂へ行く。木造大威徳明王像は素晴らしい傑作である。阿

弥陀如来も不動三尊も良い。境内にお庭があり石仏を展示している。国東の庚
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申塔は素晴らしい。日本全国に庚申塔はあるが国東が一番である。近くに大門

坊磨崖仏があるが風化がひどい。元宮磨崖仏は町の中にあり屋根をつけて保存

してある。不動明王を中心として、右に矜羯羅童子、毘沙門天、左に持国天、

地蔵菩薩の 5 体の像が東面して薄肉彫りで刻まれている。不動明王の左側には

かって制咤迦童子があったと言われるが今はない。今日のもう一つのハイライ

ト富貴寺へいく。参道の階段の下の石仏、とくに十王石殿が素晴らしい。庚申

塔も良い出来である。仁王門を過ぎさらに階段を登ると国宝富貴寺大堂が見え

てくる。シンプルでとても美しい平安建築である。阿弥陀堂建築で内部の阿弥

陀如来を囲む壁には剥離しているが壁画が認められる。お昼で食堂もあまりな

いので駐車場の食堂でだんご汁（だご汁）とアイスコーヒーを飲む。だんご汁

は地元で取れた、なめこをふんだんに使っており絶品である。売店で稲穂で作

った亀（500 円）を買う。ここから長安寺の道は鍋山磨崖仏の道と同じように素

晴らしい奇岩の景色が続く。長安寺は山の上にあり景色が素晴らしい。特にみ

るものはないが収蔵庫の太郎天を見るために来た。この地域の習慣で妊娠する

と寺で出産して 33日間籠るそうで、今でも習慣が残っている。これは太郎天信

仰と関係があるらしい。鬼のお守り（赤、青各 600 円）を買う。両子寺の参道

にある仁王像は大分でも一二を争う素晴らしい出来で、周囲に良くとけ込んで

いる。奥の院の参道にも可愛らしい仁王像がある。本日の最後は財前家墓地の

国東塔である。山里のとても美しい所にあり沢山の国東塔や五輪塔が集まって

いる。その中でも一番大きく立派な塔が財前家墓地国東塔（重文）である。夕

暮れ時のこのあたりは何とも言えない郷愁をおぼえる。本日の宿「あかねの郷」

は山間にあり正面に両子山が見える。部屋はツインの洋間で２階に４人ほど寝

れる部屋がある。すぐ隣に露天風呂付きの源泉掛け流しの浴場があり露天から

は両子山が見えロケーションも良く、お湯も最高である。食堂で夕食、ナマコ

酢、お刺身（鯛、カンパチ、スズキ）、天婦羅、ブタ肉と野菜の鍋、魚の西京味

噌アルミホイール煮、を食べ部屋へ帰ろうとすると止められ、これからまだ洋

皿とデザートがあるという。魚のソテータルタルソースとパイナップル、柿を

食べ部屋に戻る。寝る前にもう一度風呂に行く。星空を見ながら入る温泉は格

別である。売店でケベス笛を買う。 

 

12 月 30 日 

 ６時に風呂へ行き、７時半に朝食。明太子、鰆の焼き物、昆布、魚の角煮、



 

 3 

生卵、ノリ、揚げ出し豆腐を食べて川中不動に出発。川の両側は奇岩が立ち上

がり素晴らしい景観である。その川の突出した岩に不動三尊が彫られている。

川は穏やかで澄んでいる。ここに天念寺があり鬼会行事で有名である。普段は

何もない静かな所だ。ここから真玉町へ行く。この道も川に沿っていて道幅は

広い。清台寺で仁王像を写し、応歴寺へ行く。応歴寺は石仏の宝庫で仁王像や

太子像などがある。ここから奥の院の裏山へ行くと堂ノ迫磨崖仏がある。薄暗

い林の中にあり小さい像が十数体彫られ、なかなか壮観である。この近くに中

の坊磨崖仏があるはずであるが見つからない。あきらめて福真磨崖仏へ行く。

川の反対側の森の中にありとても低い鳥居をくぐるとその先にぼろぼろの覆い

屋が掛けられた石窟があり。不動明王、五智如来、大日如来、六観音など素晴

らしい像が彫られているがとても暗くて写真には写らない。夷谷の素晴らしい

景色を堪能しながら香々地へ行く。国東半島は特異な場所で中央の両子山から

放射線状に谷が伸び、傘の骨の様な状態で海に出てリアス式海岸を形成してい

る。谷と谷の村は近くても横のつながりはないので一度海側へ出ていかなくて

はならない。各々の村はそれぞれ独立してとても素晴らしい日本の原風景を作

り出す。香々地の集落も他の集落との交通はほとんどない。実相院の国東塔と

霊仙寺の仁王像を写し、細い道を通り梅の木磨崖仏へ行く。車を止めて畦道を

通り山道を少し登ると 林の中に五輪塔が沢山安置されている所がありそこの

岩に五輪塔や線刻板碑などが彫刻されている。更に奥へ行くと仁聞菩薩や高貴

な人物の不思議な彫刻がある。ここから千燈石仏を見に行く。覆屋の中に阿弥

陀来迎を彫った素晴らしい彫刻がある。千燈寺跡へ行くが千燈寺はとても大き

なお寺だったので山の山頂まで参道が続く。大変なので仁王像だけ写す。伊美

別宮社は海沿いにあり、松林の中に立派な本殿、拝殿が建っている。国東塔も

素晴らしいが、必見は男根そのものの「さやの神」である。素晴らしい造形で

注連縄がはられている。食堂がなく神社の隣にそば屋があったのでそこに入る。

私はゴボウ天うどん、妻はうどん定食を食べる。うどん定食には山盛りのご飯、

アジフライ、卵、リンゴサラダ、野菜の和え物、昆布、ゴボウ、油揚げ、かけ

うどんが付いて 650 円であった。とても美味しかった。胎蔵寺へ行って仁王像

を写し岩戸寺へ向かう途中、大聖寺跡へ寄る。とても大きな欅（？）を囲んで

五輪塔が並んでいる。周りは田んぼなのでよく目立つ。田んぼを渡ってとても

気持ちのよい風が吹いてくる。岩戸寺はとても古い国東塔が残っており、この

塔が初めて国東塔と呼ばれた。仁王像も古い。更に文殊仙寺へ行く。ここの仁
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王像は両子寺と共に国東のシンボルになっている。周囲との調和が素晴らしい。

参道の階段はとてもきついが、本堂からの眺めは素晴らしい。ここから林道を

抜け成仏寺へ行くが、途中沢山のハンター達がライフルを持って猟をしていた。

細い林道を抜け成仏寺に付く。やっと自動販売機（国東には自販機がほとんど

ない）がありコーラを思いっきり飲んだ。成仏寺は仁王像と、庚申塔が素晴ら

しい。泉福寺の本堂は修復中であったが目的の庚申塔は見ることが出来た。傑

作である。とても趣のある安国寺の茅葺きの楼門と五重石塔を見て本日最後の

吉木九重石塔を見る。大分空港から有料道路を通り別府「亀の井ホテル」にチ

ェックイン。韓国人観光客がとても多い。早く予約しておいたのでツインをト

リプルに代えてくれた。部屋は広くて使いやすい。早く予約を入れておくとこ

のようなサービスをしてくれる宿が結構ある。大分の友人が２歳の子をベビー

カーで、８ヶ月の子を抱いて１人でやってきた。夕食付きなのでホテルに入っ

ているレストラン４つから選べる。ファミリーレストランのジョイフルに行く。

ジョイフルに入りクーポン券はどうなっているのかと聞くとひとり1800円まで

使えるとのこと。私はトンカツ定食（500 円！）、妻はトリ天定食（400 円！）

友人はドリンクバーやフレッシュジュースを頼んで、昔話や近況報告を語り合

った。デザートにチョコレートパフェ、小倉最中、チーズケーキを食べても 2700

円で 900円分お菓子を取って下さいと言われ、友人のお土産に900円分取った。

足がパンパンになっていたので風呂に入って 10時に寝る。 

 

12 月 31 日 

 ５時半に起き風呂へ。6 時 40 分 1 番で朝食バイキングに行くがすでに２組待

っていた。７時半宇佐神宮へ出発。西参道から入り、呉橋から見て春宮から本

殿へ。ここは全国に４万ある八幡神社の総本社である。楼門を入るとアルバイ

トの巫女さんが 50人以上新年に向けて用意をしている。本殿は２つの建物がく

っ付いた八幡造で国宝である。下宮へ行って裏参道からもどる。夜はすごいこ

とになっているだろう。東光寺は五百羅漢で有名で、表情がとても良く壮観で

ある。十六羅漢や仏足石もある。芝浦善光寺にはとても面白い石像釈迦三尊が

境内にある。板碑を始め面白い石造物もある。龍岩寺奥の院は想像していたよ

りは楽に着いたが息が上がる。奥の院は懸け造りで岩肌にへばりついており三

仏寺の投入堂に似ている。内部の木造阿弥陀如来、薬師如来、不動明王が素晴

らしい。うっすら光が入り、像が浮かび上がるので神秘的で幻想的である。安
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心院の町に行き川岸にある下市磨崖仏を見て楢本磨崖仏へ行く。ちなみに安心

院の町はスッポンで有名である。道路際にありとても大きく上下２段にびっし

り彫られている。あまりの多さに見逃しそうである。岩場を上り下りしながら

写す。安心院から高速に乗り大分へ向かう。お腹が減ったので別府サービスエ

リアでトリ天付き焼きそばを食べたが最高に美味しかった。大分で降りて高瀬

磨崖仏へ行く。美しい七瀬川右岸にあり、五像が彫られているが注目は深沙大

将である。玄奘を守護した鬼神で首には髑髏の首飾り、両手両足には蛇が絡ま

り、腹部には人面がある。色彩が残るこの像を見るために行く価値はある。大

威徳明王、馬頭観音もユニークで素晴らしい。不思議な組み合わせの窟である。

予定にはないが口戸磨崖仏と言う標識が出ていたので寄ってみる。宇佐信仰に

よるもので仏ではなく神像が三体彫られている。太田磨崖仏を見るために太田

の村へ行く。太田の村は山に囲まれ、とても綺麗な清流が流れている静かで美

しい村である。場所が特定出来ていないので村の人に聞くと、近所の家の脇を

通り川に出た所のお堂にあるという。色彩が残る六地蔵が安置されていた。こ

こから今夜泊まる長湯温泉へ向かう。山道をどんどん走り温泉の手前に馬門線

刻磨崖仏がある。線刻であまりはっきりしない。大丸旅館にチェックインして

まずは外湯の世界屈指の炭酸線ラムネ温泉館へ行く。藤森 照信設計で小さなく

ぐり戸から入るとスペイン風の白い漆喰で湯船は三つあり天窓から光が漏れて

気持ちがよい。もちろんすべて源泉掛け流しである。露店は 32度でぬるめであ

るが入ると身体を泡が包んで最高である。気持ちよくて出られなくなる。家族

風呂は円形の 31 度と四角い 42 度の２つの湯船があり漆喰と照明が雰囲気を出

す。２時間近く入っていたが湯あたりはしなかった。夕食も美味しかった。エ

ノハ（イワナ）の刺身、エノハの姿揚げ、鰻の茶碗蒸し、鴨のムース田楽など

海のものを使っていない所が良い。８時に旅館の内風呂へ行く。９時に年越し

蕎麦（牛肉入）を持って来た。 

 

１月１日 

 ５時起床、家族風呂へ行く。風呂が石で仕切られ半分露店になっている。う

まいアイデアである。とても気持ちがよい。長湯温泉は私が好きなベストの温

泉の１つである。朝食はおせち料理で黒豆とお煮染めが美味い。旅館の前の喫

茶店の無料コーヒー券があったのでコービーを飲む。オーナーのおばさんと建

築の話や備前焼の話をする。まず竹田の上坂田磨崖神像へ行く。何回も道を間
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違えやっと着く。鳥居をくぐり山道を結構登るとシダの原生林の奥に窟がある。

側面に子供の絵の様なつばさが生えた原始的な像が彫られている。とても不思

議な気分になる。帰りに杖をついた 85 歳のおばあさんに会う。「どこから来な

さった」と聞かれたので「東京です」と答えると「ようおいでなさった」と感

激された。普光寺は大きなお寺で巨大な岩に大きな不動三尊が彫られている。

竹田駅のそばにある観音寺には十六羅漢や三十三観音、仏足石がある。駅のす

ぐ裏の岩には木下磨崖仏があり保存状態が悪い観音などが彫られている。宮迫

磨崖仏は原尻の滝のそばにある。原尻の滝は田園地帯に突如出現するとてもめ

ずらしい大滝で九州のナイアガラと言われている。西と東の窟がありまず、西

の磨崖仏を見る。色彩の残る釈迦如来を中心に、左に阿弥陀如来、右に薬師如

来が並ぶ。東の磨崖仏は大日如来とされる像を中心に、左に不動明王、右に天

部（持国天か）が並び、さらにその左右に阿形・吽形の仁王像が刻まれている。

お昼になったので原尻の道の駅（滝のそばにある）に行くが正月でやっていな

い。すぐそばの中華料理店が営業していたので入る。餃子ライスはラー油にカ

ボスを絞り醤油の付けて食べる（絶品）、妻はチャンポンを食べる。菅尾の磨崖

仏は階段がきつい。阿弥陀如来を中心に、右手に薬師如来、千手観音、左手に

十一面観音、多聞天の 5 体の仏像が、凝灰岩の岩壁に西面して厚い半彫りで彫

り出されている。色が残り保存状態も良い。帰りに車の中でビリージョエルの

素顔のままで（菅尾のままで）を妻と歌う。犬飼磨崖仏への道は通行止めにな

っていて、違う道から迂回して行く。覆い屋がかけられた岩肌にとても優しい

顔をした不動明王が結跏趺坐し二童子を連れている。大迫の磨崖仏も迷ってお

ばさんに聞いて野菜の直売所の階段を上るとお堂があった。暗くよく解らない

がとても大きなカラス天狗のお化けの様な怖い大日如来がある。ここで豆（150

円）とお札（150 円）を無人で売っている。お金を持ってこなかったが、妻がど

うしても豆が欲しいと言って車に取りにいった。高速に乗って別府へ。明礬温

泉の古い旅館「岡本屋」へチェックイン。まずは近くの保養センターの泥風呂

へ行く。とても大きな露天風呂で混浴である。中で妻と待ち合わせして泥を身

体に塗りながら入る。泥を塗るエステはあるが温泉全体が泥である。気持ち悪

いのか気持ちいいのかよく解らない。とても熱い泥風呂もある。打たせ湯があ

りここで身体を綺麗にして、カルピスを飲んで出る。旅館に戻るがまだ夕食ま

で時間があるので庭園露天風呂に入る。源泉掛け流しでとても広く、ザボンが

沢山浮いている青白いお湯は最高である。 
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夕食はお刺身（カンパチは最高）、肝とカボスともみじおろしで食べるヒラメ

の薄造りはたまらない。伊勢エビのテルミドール、寄せ鍋、とても太い牛蒡の

煮物、茶碗蒸し、デザートは明礬温泉名物の温泉蒸しプリン（絶品）を食べる。 

岡本屋は高台にあり部屋の窓からは高速道路のアーチと別府の町の夜景が見え

る。10時に寝る。 

 

１月２日 

 6 時起床、二人で庭園露天風呂へ行く。ここは混浴である。部屋に戻ると布団

を上げにくる。朝食はおせちで、犬のかまぼこ、小魚のマリネ、焼豚、ヤマメ

の甘露などとお雑煮とご飯である。岡本屋の女中さんは立命館大学のアジアセ

ンターが別府にあるのでスリランカ人のバイトのお姉さん、スリランカの話で

盛り上がる。朝食の最中にアーチ越しに日の出を見る。海に反射してとても美

しい。８時出発、高速で臼杵に向かう。９時に臼杵磨崖仏に到着。駐車場には

２台しか入っていない。まずホキ石仏第２群(堂ヶ迫)から見る。第一群を見て

山王山石仏をみて上に登って五輪塔を写す。古園石仏へ行き首が戻った大日如

来を見る。とても堂々としている。道を挟んだ反対側の満月寺へ行く。ここか

ら臼杵の石仏の全体が見える。仁王像や石塔、宝篋印塔、真名野長者夫婦像な

どを写す。山に向かい、水地の九重石塔へ行く。田んぼの中に立派な石塔が建

っており、四方仏が彫られている。途中とても立派な松尾五輪塔を見て、臼杵

の町にある門前磨崖仏を見て、高速で大分へ。大分の町中にある曲磨崖仏は大

きな阿弥陀如来像より持国天と多聞天が素晴らしい。町の中心部に岩屋寺磨崖

仏があるが風化がひどくよく解らない。千仏龕もある。元町磨崖仏は住宅街の

中にあり素晴らしい薬師如来が祀られている。その他不動三尊は認められるが、

他の像は解らない。１時になってしまったので昼食を予約してあるステーキの

「山崎」に電話で場所を確認するがなかなか着けない。電話を三回してやっと

解った。仲井さんが２二人外で探してくれた。「山崎」は日本庭園を持った綺麗

な焼肉屋で庭が見える個室の座敷は足が伸ばせるように掘ってある。テーブル

には炭火がセットされサーロイン（180g6800 円）のセットを食べる。その他ユ

ッケとモロキュウも食べる。調理場で焼いてくるか、自分で焼くか聞かれる。

自分で焼くことにする。塩、おろしポン酢、オニオンソースにつけて食べる。

豊後牛最高！コーヒーを飲んで別府へ戻り、名物地獄巡りをする。明礬温泉の

湯の花小屋を見学し、明礬地獄から真っ赤な血の池地獄へ行く。すごい人で駐
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車場は満車である。おじさんが池に向かってタバコの火に息を吹きかけるとそ

の周囲からすごい湯煙が出る。おじさんは得意げである。間欠泉の龍巻地獄、

白池地獄、鬼山地獄釜戸地獄、山地獄、海地獄、鬼石坊主地獄を見学しラムネ

を飲んで迷いながらホテルアーサーにチェックイン。地元においしい料理があ

る時は旅館に泊まらず、ビジネスホテルにして外食するのが我々のパターンで

ある。ホテルアーサーは源泉掛け流しの大浴場があるので決めた。お風呂には

ザボンが浮いていて、サウナもあり最高である。また寝具もとても良い。ここ

から歩いて予約した「ふぐ松」へ。高級感がなく居心地がよい。コースを予約

しておいた。まずふぐ刺しは少し赤みを帯びていて、これを肝ともみじおろし

で食べ（絶品！）、肝安（絶品！）、白子は別にたのむ（３個で 5100 円絶品！）、

ふぐちりももみじおろしと肝をあえて食べる（絶品！）、雑炊（絶品！）で大満

足であった。ホテルに戻り 10F のレストランでコーヒーを飲み 10時に寝る。 

 

１月３日 

 6 時起床、すぐに風呂へ、なんと３人も先客が居た。７時に 10 階のレストラ

ンで朝食。ビジネスホテルは朝食が充実している。８時に高速で安心院へ行き

泉福寺跡で国東塔と石風呂を見る。初日に見つからなかった城山の四方仏に再

度チャレンジする。途中大年社板碑を写し、福寿寺磨崖国東塔、猛嶋神社の仁

王像、そして真木大堂の近くの畑の中の釈迦堂宝篋印塔を写す。いよいよ城山

であるが元宮のあたりで牛乳屋のおじさんに聞くが解らない、まわりの人も知

らない。最後に真木大堂の拝観受付のおじさんに聞いてやっと解った。反対側

の山の中腹にある。今度は登り口がわからず、地元の人に聞いて急な石段を上

り、そこから山道をさらに登ると覆い屋が掛けられた大きな岩がありそこに彫

刻されていた。倉成磨崖仏も何度か迷い聞きながらたどり着いた。保存状態は

良くないが地蔵十王が中心である。轟地蔵は駐車場から下って小川にそそぐ小

さな滝の所に安置されている。本尊は顔におしろいが塗られ不気味である。十

王がとても良い。お昼の予約時間には早いので杵築城へ行き御庭に並べられた

庚申塔や石仏を見る。お昼は杵築の鯛茶漬け「若栄屋」へ行く。座敷で鯛の刺

身、鯛の胡麻和え、兜焼き（絶品）、野菜の煮物、最後に鯛茶漬け（絶品）が出

る。鯛茶漬けには胡麻だれがついている。その後報恩寺の六角仏塔を見て照恩

寺の国東塔（重）を見て隣の椿八幡で初詣をする。道の駅国東に行き、カボス

醤油を買い、レンタカーを返す。16時 40 分の JAL で羽田へ。 


