
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をとなみ野の土地だけから産出し、心許ない輸送手

段で都まで運ぶには想像を絶する困難がありまし

ム」でお披露目されました。 

 

第２弾は800年以上前の倶利伽羅の戦いで用いた

とされる「火牛」の再現です。最新の CG（コンピュ

ータグラフィックス）技術を用いてアニメーション

動画にまとめ、来年 2月に公開予定です。 
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AI で作曲「つざわ讃歌」 

となみ野に咲く桜の花となみ野に咲く桜の花となみ野に咲く桜の花となみ野に咲く桜の花    

Nanto 

Tonami Oyabe 

 本会は 5 月に DX（デジタルトランスフォーメー

ション）部門を発足させ、最新のデジタル技術によ

り「郷土史を共有して、郷土を愛する文化活動」を

推進します。技術監督に AI（人工知能）と CG（コ

ンピュータグラフィックス）に詳しい 

       が就任しました。 
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利波臣志留志の生涯２：東大寺の荘園の調査に専任 

高志の国文学館 主任  大川原 竜一 

利波臣志留志は、天平十九年（七四七）の財物の

寄進を契機として東大寺や中央権力へ接近しまし

た。 

『続日本紀』によると、志留志は天平神護三年

（七六七）三月に、開墾された田地一〇〇町を東大

寺に献じて従五位上の位を授けられます。これに

より正式に貴族の仲間入りを果たします。このと

き同時に、越中国にある東大寺の荘園の調査に専

従する国司として、越中員外介という官職に任じ

られました（員外とは律令で決められた正規の定

員以外に置かれたという意味。介は国司の二等

官）。この任命が志留志と東大寺との緊密な関係に

由来することは間違いないでしょう。当時東大寺 

は、天平宝字五年（七六一）の班田で、所有する荘

園の一部の田地が百姓へ給付されたため、その誤り

を正してほしいと主張していました。天平神護三年

五月七日に礪波・射水・新川郡にあった東大寺の田

地の調査を命じた「越中国司解」という史料には、

越中員外介の職にあった志留志の署名が残ってい

ます。 

志留志が東大寺に寄進した田地は、のちに井山荘

という荘園に発展したことが知られています。東大

寺はそのほかにも越中国内に数多くの荘園をもっ

ていました。それらを描いた古代の荘園図は現在十

七点が残っており、そのほとんどは皇室御物として

奈良の正倉院宝庫に所蔵されています。 

シリーズ ① 

となみのおみ し  る  し 

CG で「倶利伽羅の戦い」を再現 

 町おこしのデジタルコンテンツ第１弾はAIで作

曲した「つざわ讃歌」です。小矢部市津沢の柴田正

人さんが作った津沢を称える歌詞に、AI 技術で曲

を付け合成音声で歌います。これをミュージック

ビデオにまとめ、11月 28日の「津沢と阿曾三右衛

門フォーラム」でお披露目しました。 

「「「「巴と火の牛巴と火の牛巴と火の牛巴と火の牛」」」」ＣＧＣＧＣＧＣＧ動画動画動画動画制作中制作中制作中制作中    

火牛火牛火牛火牛    

巴隊巴隊巴隊巴隊    

平家平家平家平家    

巴御前巴御前巴御前巴御前    
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 前北陸大学教授で地域文化総合研究所代表の長谷川孝徳

先生が「津沢の源流」と題して基調講演を行いました。 

 長谷川先生はスクリーンに投影された「越中国四郡絵図」

（正保年間 1644-1660 年）を指差しながら、「当時の清水村

と経田村の間に何もない。ということは津沢もない」、「この

後に津沢ができる」と述べました。 

 また「当初、砺波地方の御蔵は今石動の御蔵と城端御蔵だ

けで不便だった。そこで小矢部川の中間地の津沢に 5 千石

の御蔵を建てた。直に足りなくなって対岸の鴨島にも御蔵

を建て、さらに両岸の倉を増築した。こうなると蔵番、侍、

人 

総合司会は事務局の山下穣が務めました。最初に廣田秀徳副会長

から「阿曾三右衛門の情熱を感じ取り未来の津沢へつなげたい」と主

催者挨拶がありました。続いて参議院議員柴田巧秘書牧毅様、同山田 

開会挨拶 阿曾三右衛門の情熱を未来の津沢へ 
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紙芝居 「津沢の町を拓いた阿曽三右衛門さん」 

廣田秀徳副会長  沼田信良小矢部市議  

俊男秘書山田吉春様、小矢部市議会議員沼田信良様、小矢部市商工観光課船見幸広様、同観光協会長村上一

宏様、津沢公民館長田中良久様の来賓紹介があり、代表して沼田信良市議よりご祝辞をいただきました。 

あ      そ     さん              え      もん 

らグループ」による紙芝居、地域文化総合研究所の

長谷川孝徳代表と会長に 

よる基調講演、パネラーによるフォーラムが行わ

れました。参加者は約９０名でした。 

 本会主催「津沢と阿曾三右衛門翁フォーラム」は

11月 28 日（日）午後 1時半より、小矢部市の津沢

コミュニティプラザで開催されました。開会挨拶

の後、小矢部市生涯学習講座・手作り紙芝居「さく 

 阿曾三右衛門の生涯を描いた 12枚からなる紙芝居を、

さくらグループ大沼康子会長と中村幸代さんが披露し

ました。大沼会長は「今日は時代を先取りしたような AI

のつざわ讃歌とアナログの紙芝居のコラボを楽しんで

ください」と冒頭で挨拶し会場を沸かせました。 

大型スクリーンに投影された紙芝居 

基調講演１ 
「神島上保家と阿曾三右衛門翁」 

基調講演２ 
「津沢の源流」長谷川 孝徳 氏 

講演する沼田氏 

 

 

ました。三右衛門が福野の町立てに当たり神島村上保家に相談していたこ

とが示されました。会場に直系の上保勇氏（神島）が来場されました。 

「越中国四郡絵図」を指差す長谷川孝徳先生 

お くら 

人夫らの往来が増え九斎市が開かれる。定

住者が増える。これは施設ができると町が

できる典型である」と、御蔵と津沢の成り

立ちについて説明しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©となみ野を愛し 元気にする会 

 第３部となるフォーラムは「津沢の昔と今、そし

て未来へ」がテーマで、予め津沢地区から集められ

た津沢のよいとこ 50選（プレゼントカード）にパ

ネラーの先生方がコメントしました。 

 

柴田氏は津沢の生活面について「よいとこ」1 点

を選びました。「隣近所も和気あいあいとしている

のが津沢の町」、「月１回津沢あんどんふれあい会館

で阿曾市をやっているが、この回数を増やしてはど

うか。先人に学び、阿曾三右衛門の時代の九斎市の

ように月９回もやれば町が賑わうと思う」、「学校の

空き室利用として、大人の学びの場として利用でき

るのでは」とコメントしました。 

つざわ讃歌 DVD 
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フォーラム 
テーマ「津沢の昔と今、そして未来へ」 

長谷川先生：小矢部川の活用を 

 長谷川先生は 50選から小矢部川に関する「よい

とこ」７点を選びました。「15 年ほど前に『古地理

で探る越中・加賀の変遷』（北陸地方整備局・国土

地理院編）に、小矢部川にビオトープがあればよい

と書いたことを思い起こしながら 50 選を見た」、

「昭和 28 年に大洪水があり破堤・決壊し津沢地区

は大被害を被った。そこで刀利ダムができて一気

に災害が減った。その後、小矢部川周辺はきれいに

整備され、今の住みやすい町になった」、「河川敷そ

ばに小学校中学校があり、先ほどのビオトープの

ような水辺の学校を未来に向けて作ってはどう

か。そうすれば名の通り、遠くの学校からも遊びに

来る水辺の町になるのでは」とコメントしました。 

柴田氏：月１回の市の拡大を 

映像上映 
ミュージックビデオ「つざわ讃歌」 

 「津沢と阿曾三右衛門翁フォーラム」の最後に、ミュージック

ビデオ「つざわ讃歌」が上映されました。これはおやべメルヘン

ガイドの柴田正人氏が１月に作詞した歌詞に、本会 DX部門が AI

を使い作曲しました。さらに AI による合成音声で伴奏に合わせ

て歌います。「となみ野アイ」（DX 部門の愛称）が自動作曲の過

程を説明する「メイキングオブつざわ讃歌」も同時にお披露目し

ました。つざわ讃歌は動画投稿サイト YouTubeで視聴できます。 
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 本会顧問の尾田武雄氏（日本石仏協会理事、砺波

市文化財保護審議会前会長、砺波土蔵の会会長）が

11 月 1 日、芸術文化功労者として富山県教育功労

表彰を受けられました。おめでとうございます。 

 尾田氏は表彰にあたり、「数年前より、故人とな

られた民俗学者佐伯安一さんの写真整理などをし

ていて、大きな仕事をされたと思っていました。昭

和 20 年代からの写真ネガ 2 万枚には撮った年月

日、簡単な説明がされてありました。それを整理し

て『自分の書き散らしたものぐらい、ちゃんと整理

せいや』とよく言われていました。写真の整理とと

もに、自分自身の身辺整理のつもりで、著作目録も

適宜記録をしていました。今度、身に余る表彰を受

け著作目録を、砺波市教育委員会のご協力を受け発 

第２回  木曾義仲と巴御前 

—倶利伽羅の戦いで平家に勝利— 

 「平家にあらずんば人にあらず」と言われた時代。つい

に後白河法皇は平清盛に幽閉され、子の以仁王は平氏打

倒を命じました。全国の源氏はこの命を受け挙兵、木曾

義仲も信濃国で挙兵しました。その後義仲は勢力を北陸

道方面に拡大、これを討つため北陸へ向かった平家の十

万の大軍と倶利伽羅峠で激突しました。 

 義仲は砺波郡埴生に陣を構え、八幡宮に戦勝祈願した

ところ白鳩 3 羽が飛来する霊験があったとされます。義

仲軍は日没を待ち大きな音を出しながら急襲、浮足立っ

た平氏の大軍は倶利伽羅峠の断崖から転落して壊滅しま

した。このとき巴御前も１千の手兵を率いて戦いました。 

 義仲は入京、平家は西国へ落ち延び、平家の時代は幕

を下ろし始めました。しかし平家の追討が膠着すると後

白河法皇の不評を買い、 

義仲は同じ源氏の頼朝軍 

に討たれました。巴は落 

ち延び、最後は倶利伽羅 

の戦いで共に戦った石黒 

氏の庇護を受け、越中福 

光で余生を送ったとされ 

ます。 

木曾義仲・巴御前像（埴生八幡宮） 

制作中のＣＧアニメ動画 —巴と火の牛— 

 令和 4年の NHK大河ドラマ「鎌倉殿の 13

人」が放映開始され、木曾義仲・巴御前も

登場します。小矢部市及び市民の皆様の懸

命な誘致活動がついに結実しました。 

本会ではこれを記念し、「木曾義仲・巴

御前フォーラム」を 2月に開催します。内

容は木曾義仲・巴御前の研究家らによるフ

ォーラム、木曾義仲・巴御前の顕彰および

大河ドラマ誘致活動経緯、ＣＧアニメ「巴

と火の牛」上映などです。ご期待ください。 
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富山県教育功労賞に尾田武雄顧問 

刊することができました。この目録は研究の終わり

ではなく、これを励みにますます精進していきたい

と思いますので、これからもご指導、ご教示を賜り

ますようお願い申し上げます」と寄稿されました。 

尾田武雄著作目録 

木曾義仲・木曾義仲・木曾義仲・木曾義仲・巴巴巴巴御前御前御前御前    

フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム    

限定公開中限定公開中限定公開中限定公開中    
YYYYouTubeouTubeouTubeouTube    

2222 月２７日月２７日月２７日月２７日 PMPMPMPM    

尾田武雄先生 


