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6. 教育・文化・伝統行事

1. 今地区における教育施設（今村分校）

仏門に携わる人・武家、更には商人や人と人の交流の多い人達が教育を必要としてい
ました。徳川末期には個人の家や寺院などを教育の場とした寺子屋が一般庶民に浸透し
始めました。今村にも２軒の寺小屋がありました。

文明開化の幕開けと共に明治政府のもとで新教育体制がスタートし、挙母地域では明
治 5 年（1872）6 月挙母郷学校が設立されました。今村の子弟のための学校として明治 6
年（1873）村内に挙母郷学校今村支校が開校しましたが、明治 6 年（1873）11 月に今村
支校は制度の変更で廃止になりました（今村分校と関係学校の変遷を次々ページに示す）。

その後、明治 12 年（1879）10 月根川小学校の元となる西加茂郡第 2 番根川学校小学
が下林村に開校し、この地区の子弟が通学していましたが、今村から下林に通学するに
は論地ケ原（前山、秋葉山など）の寂しい山中の細い道を 4km も通わなければなりません
でした。現在の山間部並の困難な交通事情であったと言えます。

明治 13 年（1880）12 月に「教育令」が改正されてから児童の就学率が上がりましたが、
明治 26 年（1893）でも下林尋常小学校の就学率は約 50％でした。

昭和 12 年頃の通学路
（「挙母」242ページより）

今村分校跡地（平成 22 年）

分校の校印 分校の鐘

文

今
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そこで明治 14 年（1881）4 月に根川学校を分割し、根川学校小学今村分場が今村に開
校しました（当時は個人の家が学校として兼用されました）。しかし、明治 20 年（1887）
3 月またも今村分場は廃止、尋常小学下林学校に統合され今村にとっては初期に戻って
しまいました。

明治 19 年（1886）4 月に小学校令と中学校令が制定され、明治 22 年（1889）10 月町
村制が施行され、根川 6 ケ村が統合されて根川村になると、今村の住民の熱意により明
治 23 年（1890）9 月尋常小学下林学校今村分校として再び開設されました。明治 25 年

（1892）5 月今村分校は今村尋常小学校として独立し、翌々年常行院北側に校舎が新築さ
れ本格的な学校施設が整いました。

明治 40 年（1907）1 月今村尋常小学校は挙母第 6 尋常小学校と改称されました。この年、
小学校令の改正により尋常小学校の修業年数が 4 年から 6 年、高等科が 2 年となりました。

明治 42 年（1909）4 月挙母第 2 尋常小学校が現在地に開校されることになったため、
挙母第 6 尋常小学校は第 2 尋常小学校に併合され、明治 41 年（1908）10 月にまたも閉
鎖となってしまいました。

しかし、通学する子弟の交通事情の危険性は依然として変っていなかったので今村民
の小学校復活の願いは強く、大正 4 年（1915）4 月、以前の第 6 尋常小学校を挙母第 2
尋常小学校今村分校として復活させ、1 年生から 3 年生までを教育することとなりました。

その後、昭和 22 年（1947）4 月第 2 尋常小学校（のち根川小学校） の分校として豊田
分校（のち前山小学校）が開校しました。この後、今村分校の生徒は豊田分校へ通うこと
になり、今村分校は 70 年の歴史を閉じることとなりました。今村分校の建物は昭和 47
年（1972）春取り壊され、跡地は豊田市から今町 8 丁目行の市内バスの折り返し地点（そ
の後廃線により終了）、集荷場、消防団詰所などに使用されています。現在では当時の面
影はなく、校門の石柱のみが離れて立っています。

豊田分校は、昭和 26 年（1951）10 月、挙母市立前山小学校として分離し新設されま
した。

今村分校の校庭整備作業をしている父兄（大正4 年）（「挙母」p108より）
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明治5年6月
挙母郷学校

明治14年4月
今村分場

昭和22年4月 第2小学校今村分校
（1、2年生複式1学級）

明治6年
挙母郷学校
今村支校

昭和22年4月 第2小学校
豊田分校（1,2年生5学級）
→南小学校豊田分校

明治5年
挙母郷学校長興寺支校

明治6年11月
第71番小学下市場学校

昭和23年
南小学校

昭和26年10月
前山小学校（独立）

現在に至る
（前山小学校）

明治8年3月 32番小学下市場学校

明治8年7月 根川学校

明治12年10月 第2番根川学校小学

明治23年9月 尋常小学下林学校今村分校

明治25年5月 今村尋常小学校（独立）

明治40年1月 第6尋常小学校

明治41年10月廃止

大正4年4月 第2尋常小学校今村分校

昭和16年 国民学校

明治40年1月 第2尋常小学校

明治42年4月 第2尋常小学校

昭和16年 第2国民学校

昭和22年 第2小学校

昭和34年 根川小学校

現在に至る
（根川小学校）

昭和24年3月 廃校

今村分校校門（昭和30年廃校後）

明治20年3月 尋常小学下林学校

明治25年5月 下林尋常小学校

今村分校の変遷

明治20年3月廃止

明治6年11月廃止挙母小学校
として現在に至る
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①教員室
②教　室
③校門、石柱
④二宮金次郎像
⑤トイレ
⑥郷蔵（秘宝格納庫）
⑦雑木林
⑧行者堂
⑨運動場（昭和 20 年には
　甘藷を生産）
⑩井戸
⑪杉囲い

また、昭和 31 年（1956）には豊南中学校が、昭和 33 年（1958）には山之手小学校がそ
れぞれ新しく設置されています。

今村の子どもたちが通学した学校（校名は通称）

時　代 現在の小学校相当 現在の中学校相当

明治・大正・
昭和（前山分校開校まで）

今村分校　（低学年）
根川小学校（高学年）

寿恵野小学校高等科
根川小学校高等科

昭和（前山分校開校後）
根川小学校

根川小学校前山分校
前山小学校

西部中学校⇒朝日ヶ丘中学校
南部中学校⇒豊南中学校

昭和 12 年頃の今村分校校舎　

昭和 22 年の今村分校見取り図
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太平洋戦争中には常行院に子どもたちを集めて銃
後の手助けとして保育と教育が行われました（今農繁
期託児所）。　

昭和 34 年（1959）には今保育所（現今こども園）が
常行院北側に設置されました。また昭和 35 年（1960）
4 月から昭和 44 年（1969）頃まで矢作川対岸の渡合
町から今保育所に通う子どもたちのために、川を横
断する渡し舟が渡合町の方により運営されました。

2. 根川小学校

前山小学校が出来るまで今村の子どもたちが学んだ現在の根川小学校の変遷
（1）明治 6 年（1873）11 月第 71 番小学下市場学校として開校。その後 32 番小学下

市場学校、根川学校、西加茂郡第 2 番根川学校小学と改称。
（2）明治 20 年（1887）3 月、根川学校は尋常小学下林学校となり今村分校を設けまし

た。その後下林尋常小学校、挙母第 2 尋常小学校と改称。
（3）昭和 23 年（1948）10 月、挙母南小学校と改称。
（4）昭和 34 年（1959）1 月、根川小学校と改称。

農繁期託児所（常行院、昭和18 年）

昭和 24 年の挙母南小学校（現根川小学校）の配置図と名称

 

    

  
 

 

  

 

 

 

 

①理科室
②教室
③校番様宅
④裁縫室
⑤教員室
⑥教室
⑦舞台
⑧教室　

⑨運動用具格納庫
⑩正門
⑪正面玄関
⑫西門
⑬運動場
⑭柳　（樹木）
⑮銀杏（樹木）
⑯二宮金次郎（石像）

今保育所玄関（昭和 34 年）（「挙母」p395より）
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3. 前山小学校	 	 	

根川小学校から別れたあと今地区の子どもたちが学んだ現前山小学校の変遷
（1）昭和 22 年（1947）4 月、挙母第 2 小学校（現在の根川小学校）の豊田分校（前山小学校）

が 1・2 年生 5 学級で開設し、併せて今村分校は複式１学級で 2 部授業実施。
（2）昭和 26 年（1951）10 月 1 日、挙母南小学校豊田分校は、独立し前山小学校とな

りました。
（3）昭和 27・28 年（1952・53）には、校舎も 2 ～ 4 棟に増築され、更には体育館が

完成しました。昭和 45 年（1970）頃には校舎が老朽化し、順次新校舎に建替えが
行われました。更にマンションが増え子ども人口増で 3 階建てのコンクリート校
舎増設。

（4）前山小学校では昭和 27・8 年（1952・53）頃はクラブ活動も野球・陸上・相撲・
テニス・バレーボールと盛んになりました。

（5）昭和 33 年（1958）4 月 1 日、前山小学校山之手分校が独立し､ 山之手小学校とし
て開校しました。

昭和 30 年頃の前山小学校 昭和 27 年 3月前山小学校第 1期生卒業アルバム

昭和 21 年の挙母第 2国民学校（現根川小学校）正面玄関

明治～昭和初期の教科書
（「挙母」ｐ 41 より）
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4. 寿恵野小学校

今地区の子どものうち小学校から更に上の高等科（今の中学校、当時の義務教育は小学
校だけであり、高等科に行くには学費が必要でした）に進む子弟は、根川小学校の高等科
と寿恵野小学校の高等科のいずれかに通学していました。
寿恵野小学校の変遷

（1）寿恵野小学校の前身である、第 14 番小学鴛鴨学校は、明治 19 年（1886）4 月に
出された小学校令により名称変更・統廃合が行われ、尋常小学鴛鴨学校となりま
した。

（2）明治 23 年（1890）に教育勅語が出され、勅語により教育目標が明示されました。
また学校名が改称され、寿恵野尋常小学校となり、高等科には今村からも通学し
ました。

（3）明治 39 年（1906）市町村制により町村の統廃合が行われ、上郷村の領域が確定され
た事から、明治 40 年（1907）に上郷第 2 尋常高等小学校に改称されました。

（4）昭和 22 年（1947）4 月戦後の教育改革により、義務教育小学校 6 年、中学校 3 年
の修業となりました。尋常小学校の高等科は廃止され今村から通学していた子弟は、
挙母町の西部中学校（現在の朝日ヶ丘中学校）へ通学することとなりました。

5. 学校以外の書物

江戸時代の寺子屋、明治以降の学校などで用いられた教科書の他に、一般の人々が書
物を読んだり、諸国漫遊の人から話を聞いたり、旅に出たりするに当っていろいろな情
報を手に入れる事は、現代のように簡単ではありませんでした。

今地区の古い家にはそのような情報源となる書物がいくつか残っていたので、ここに
紹介します。

（1）漢字辞書
写真の書物は、明治後期の物ですが、かなりのページ数と丁寧な説明でこの時代では、

解りやすい資料と考えられます。

明治 42 年当時の寿恵野小 寿恵野小高等科 4回卒業
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（2）満字節用錦字選
1700 年代後半に編纂されたもので、当時の諸事全般について解説をした書物です。現

代の百科事典のようなものでしょうか。
江戸、京都や大阪の地図の他将棋や碁の打ち方など多種の事柄が図入りで説明されて

います。江戸時代の風俗などもよくわかります。

（3）書画研究法
写真の書物は、明治後期の物ですが、絵を描く手順やポイントが丁寧に、解りやすく

説明されております。

明治 43 年の漢字辞書（個人蔵）

満字節用錦字選（個人蔵）

明治 43 年の書画研究法（個人蔵）
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6. 今地区の伝統行事

（1）祭礼
祭礼の目的と狙い

（イ）五穀豊穣を祈る
（ロ）神をまつる儀式、巫女舞、手筒花火、相撲大会等の祭典を執り行う
（ハ）災害と疫病を断ち切る祈願
（ニ） 家内安全の祈願
今村の神明社の秋の祭礼はもともと秋 10 月 15、16 日に行われていました。
打ち上げ花火、献馬 1 頭を奉納していました（古くは手筒花火 6 基を奉納していたこと

もありました）。
文政年間には猿投神社のお祭りにまで今村から献馬、手筒を奉納したという記録があ

りますが、明治に入ってからは廃止されました。
神明社境内に芝居小屋を建てて青年団が出演して村芝居が行われ、村中総出で見物し

ていました。今分校の横にその小道具大道具を保存しておく倉庫がありました。
昭和 35 年（1960）頃までは子ども相撲が秋祭りに奉納され村中の男子小学生が参加し

て行われました。

昭和 30 年頃の秋祭り幟（神明社参道入り口）

毎年行われる祭礼風景（巫女舞、子ども神輿）

平成 22 年の秋祭り幟
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祭りは現在も毎年厳かに執り行われています。
巫女舞（豊栄舞）・花火打ち上げ・町内自慢のお
神輿の練り歩きなど昔ながらに行われています。
さらに餅投げや抽選会などで鎮守の森に歓声が
轟く一日です。

（2）盆踊り
盆踊りは、もともと盂蘭盆（うらぼん）の 7 月 13 日から 16 日にかけて精霊を迎え慰め

るために音頭または歌謡に合わせてする踊りです。仏教伝来後は盆の儀式として行われ
ましたが、室町末期から民衆娯楽として発達、その形式は円舞式と行進式との 2 種類が
あります。

この地域では、盆踊りは江戸時代から続き 300 年とも 400 年とも言われていますが、
実際に盆踊りを始めた時期は定かではありません。

太平洋戦争勃発頃から戦後しばらくの間盆踊りは中断されていました。その後昭和 25
年（1950）頃より再開され徐々に活発になり始めました。老いも若きも郷中広場に集まり
夜の更けるのも忘れて踊りに熱中していたとのことですが、平成になってからは、自治
区が盆踊りの運営を行い、現在でも非常なにぎわいを見せています。

盆踊りは区民のふれあいつくりのために全てが区民の手作りで行われており、櫓作り
から飾りつけなども毎年区の役員やボランティアの人達が活躍しています。

平成元年には、自治区の盆踊りのために「今町平和おんど」が作詞・作曲・振付され、
以後毎年自治区の盆踊りで踊られています。自分達の自治区専用の盆踊りの曲があるの
は珍しいと思います。（巻頭図参照）

手作りの盆踊り（櫓も区民の手作り、平成 3 年の写真）

奉納子ども相撲力士と、祭礼に使われた
五号玉打ち上げ花火の筒
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（3）山の講（山の子）
山の講は山の神を祀る祭りですが、これは子ども主体で行われる火祭りです。
昭和 20 年代には今地区では小学生の高学年の子どもたちが采配して行われていまし

た。2、3 日前から町内を回ってお金が集められ、山の講の夜の食費と菓子代に充てられ
ます。そして町内を北側と南側の 2 組で宿をとり小学 3 年生から 6 年生を中心に 12 ～
3 人位で夜中に全員で村内をワッショイワッショイと声を掛け合い巡回します。翌朝は
夜明けとともに神社に集まり参拝の後、子ども全員で神社前の参道に前もって作って置
いた、１本の神木に木々の枝を巻き付けて直径 3 ｍ程に作り上げたものに火を点け、そ
の周りで赤飯を頂いて子どもたちの成長と村を挙げての五穀豊穣、集落の安全祈願と疫
病災難の厄払いを願う神事として行われていました。

このようなやり方の山の講は昭和 50 年代まで続けられましたが、時代の移り変わりで
途絶え、平成 11 年から新しいやり方の山の講が復活し、現在では神木を燃やす代わりに
キャンプファイアーのような形で行われています。

（4）火渡り（火祭）
火渡り（火祭）は燃え盛る燠の上を呪文を唱えながら裸足で渡り、災禍を祓う神事を言

います。この地域では江戸時代から昭和 40 年代まで村毎に交代で実施され、今村では神
明社などで行われていました。

十数人の修験者が先導になって呪文を唱えながら火の回りをぐるぐる廻り気を高めま
す。しばらくすると炎も下火となり、更に修験者が呪文を唱え続け、しんしんと燃えた
ぎる燠の上を裸足で渡り始めます。そのうちに一般参拝者にも修験者に続いて渡るよう
に指示が出ると、一瞬静まり渡る気配、修験者から大声で、「あせらず渡りなさい、また
逆走はいけません」などの指示が出ると一般参拝者はぞろぞろ渡り始める。緊張のあまり
顔は青ざめるが、その気になって必死の形相で渡ると・・・・。そんな神事が行われて
いました。

（5）御嶽講
木曾の御嶽山は、長野県と岐阜県にまたがる活火山、北アルプスの南端に位置し、標

高 3,067 ｍ、頂上に御嶽神社があり古来修験道で屈指の霊峰です。
白装束の霊山参りの信者達が六根清浄を唱えながら山を登って行きます。六根清浄に

続いて『お山の晴天』『お山の元気』なども唱えながら。
今村においては毎年御嶽講が当番制になっており、村内で 2 ～ 3 人、その他根川地区

の下林・金谷・西山室等の集落とグループを組んで参拝したものです。今村には忠林と
いう人並み外れた神通力を持った行者（忠林行者）がおられ、この方の碑が御嶽山 8 合目
に祀られています。また、住んでおられた豊田市河合町にも祀られています。
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六根清浄は、仏教で，身心に功徳が満ち自在に働けるように，感覚と認識の基礎とな
る眼・耳・鼻・舌・身・意の六根を清浄にすること。

真言宗や富士講では登山などに際し六根清浄を唱えて道行の安全を祈ります。

（6）行者講（大峰山）
大峰山は今から 1,350 年程前の白鳳時代に、修験道の開祖とされる役行者によって開

かれたと伝えられる寺院で、1,719 ｍの大峯山系の山上ヶ岳にあります。和歌山県北東
部（吉野国）に位置し 1,000 ｍ級の山々に囲まれた霊験あらたかな修業場です。

今村では行者講で大峰山に交代制で毎年参拝していました。参拝者は行を重ねた修験
者に矢作川で体を清めていただき怨念を払い精神統一をはかります。そして目的地の宿

（昔からの決まりで指定されている）に一泊し、翌朝午前 3 時に起床し山伏装束などを着
用し、ご来光を拝むため熊笹の中の道なき道を「懺悔（ざんげ）、懺悔（ざんげ）、六根清浄」
あるいは「慚愧（ざんぎ）、懺悔（さんげ）、六根清浄」と独特のリズムに乗せて声を出しな
がら、大峯の山頂をめざします。山頂にたどり着くだけでも大変な修業でした。

山頂には想像を絶する巨大な社があり、眼下の千尋の谷底には神様が祀られた祠があ
り、その周囲に生えている檜、杉の木が針の先のように細く見えるほどの高い場所で、
足を置く位置、手を置く位置が外れれば谷底に転落する恐怖と戦いながら神様に拝礼す
るという修業を体験します。

大峰山参拝は昭和 30 年代まで続けられました。

7今自治区の活動団体

（1）青年団
国や県が、社会教育施設の重点の一つとして農村青年対策を取りあげたため、青年団

が組織されました。明治 45 年（1912）の挙母町青年団をはじめとし、大正時代の初めに
は町村単位の青年団組織が確立されました。「教育勅語並びに戊申詔書の趣旨の奉戴」が

忠林行者碑 御嶽山参拝の皆さん 豊田大塚古墳にある御嶽祠
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その共通目的でした。
大正 4 年（1915）、青年団体に対する訓令（命令）が出され、青年団の基準が示されまし

た。この訓令により、「国民教化の有力な組織であること。組織の標準を市町村に置くこと。
最高齢を 20 歳としたこと。指導者として小学校長・市町村長・警察官・在郷軍人・神職
などが期待されること」などが明示されました。愛知県内の青年会が、名称を「青年団」と
改めていったのもこの時期のことです。

今村の青年団は、地域に在住する青年によって組織され修業・親睦・社会奉仕などを
目的とする自主団体でした。今地区は「離れ小島」感がある地域のため独特な団結力があ
り組織力で集落の牽引役として青年団が活躍していました。

当時は芝居劇が得意で村の敬老会で披露したり、挙母地区にでかけて行ったり、つい
には西加茂郡を代表して名古屋の鶴舞公園で芝居劇を披露した実力を誇っていました。

（2）若い衆　
今村の特徴の一つに、若い衆という組織がありました。青年会に入るまでの若者が対

象でした。
若い衆は神明社の祭礼のお手伝いを行うことになっていました。お手伝いの内容は、「親

方宅」で祭礼の行われる前日の夜遅くまで神様にお供えするお飾り餅を作るのが主で、仕
事が終るのは当日の夜明け前でした。そして祭礼当日は本殿の飾りつけ、提灯、紅白の
垂れ幕、石畳に茣蓙を敷く、手清め場の支度などを行い、祭礼終了と共に後片付けも行
いました。また昔からの伝統の一つである村芝居に使用する衣装、引幕、垂れ幕、侍道
具等の管理や土用干しなども若い衆の仕事でした。

（3）消防団
今村の消防団（豊田市消防団　第 10 分団→第 9 分団→第 2 分団 3 部→現在は第 1 方

面隊第 4 分団）は、消防活動では基本を忠実に至る所で活躍していました。一方ではポン
プ操法など基本訓練を積み重ね、豊田市の大会において常に上位に食い込んでいました。

祭りで活躍の今青年団 昭和 13 年当時西加茂郡の代表で名古屋
鶴舞公園にて芝居を披露した今青年団
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また婦人消防団も一時結成され活躍した時期もありました。平成に入り特に会社勤めの
人が多くなったのと若い人の減少で消防団に入る人が減少してきています。

纏（まとい）はもともと戦国時代に戦場で敵味方の目印、
馬標（うまじるし）として用いられたものの一種で、竿の頭
に数々の飾りをつけ、多くはその下に馬簾（ばれん）を垂ら
したものです。

江戸時代に入り太平の世が続くと武家に代わって、火消
しが火災現場で用いる標具となりました。この纏を初めて
使ったのは大名火消しだと言われています。町火消しが誕
生して間もなく享保 5 年（1720）大岡越前守は町火消にも纏
を持たせて士気の高揚を図りました。

足袋にハッピの纏持ち（まといもち）の姿は実に勇壮で若
者男女の憧れの的でした。

消火活動は江戸時代では建物を壊して延焼を防ぐ破壊消火を行っていましたが、明治
に入り「竜吐水」という現在のポンプの原型がオランダから伝来し、放水消火が始まりま
した。これを台車に乗せ明治時代中期に、移動可能な国産腕用ポンプが量産され始め、
昭和 27 年（1952）頃まで活躍しました。

現在今自治区では防災活動の一つとして町別に防災活動組織を結成し、それぞれの町
に可搬式消防ポンプを備え、その点検操作訓練などを消防団員の指導の下に実施して地
区の安全維持の活動を行っています。毎年秋に行う自治区防災訓練で訓練の成果を区民
の前で披露しています。

消防団員の凛々しい姿（昭和 20 年代挙母町時代）、右はオート 3輪の消防車

纏



92

（4）婦人会
明治 34 年（1901）12 月、日本赤十字社名古屋支部内に、愛国婦人会愛知県支部が創

設されました。そして、各郡に幹事部、町村に分会が置かれるようになりました。挙母
町では、明治 39 年（1906）9 月に挙母神社境内で、愛国婦人会結成式が挙行されました。

今村の婦人会は、家庭では妻・母として、外では集落の女性団体として村内のお寺、神社、
農事等の諸行事に参加して活躍していました。また戦時中は大日本帝国国防婦人会とし
て、戦場に向かう兵士の方々のお見送りの行事等で活躍されていました。

現在はお互いの切磋琢磨の場として、生活の改善のために種々の研修会などを開催し
て楽しまれています。

腕用ポンプ 今町火の見やぐら
と消防団員

消防団員のポンプ操法訓練

昭和 44 年児童館竣工時の婦人会の皆さん

大日本国防婦人会の記念写真（昭和16 年頃）

同左余興に参加された婦人会の皆さん
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（5）敬老会
今自治区敬老会は、大正 4 年（1915）に第１回目が挙行され、以後毎年実施されており

ます。平成 23 年には 96 回目となり、長い歴史を誇っています。

過去の敬老会名簿を見ると、発足した当初から 20 年間程は会員数も 15 ～ 16 名と変
化はありませんでしたが、昭和 35 年（1960）頃には 25 名位となり、さらに昭和 40 年代
に入り当自治区内に移住してくる人が増加し始めた影響で会員数が急増しました。敬老
会に出席する人の増加により会の運営に支障を来し、平成 7 年からは敬老会招待者の年
齢を 70 歳から 75 歳へ引き上げましたが、それでも平成 23 年度には 218 名となりました。

昭和 5年第 16 回敬老会会員名簿（この名簿帳には、以後毎年の出席者が記録されています）

第 44 回敬老会参加者 第 61 回


