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昔、関川村の蛇喰（じゃばみ）に、炭焼き

をしている「恩威（ちゅうぞう）」・「おりの」

夫婦と娘の「波（なみ）」が住んでいました。

ある日、忠蔵は山で襲ってきた大蛇を殺し、

切り刻んで持ち帰り

樽にいれて味噌漬
けにします。

忠蔵は樽の中を

見てはいけないと

蛍合しますが、「お
りの」は忠蔵の留

守にそれを全部食べてしまいます。「おりの」

は喉が渇き川の水を飲みますが、水面に写っ

た自分の顔が蛇になっているのに驚きます。

夫の言いつけを破ったことを詫びながら、「お

りの」は上流へと逃げ失せてしまいます。

時が過ぎます。秋遅く盲目の法師の茂市（く
らのいち）は、米沢街道を通り故郷へ帰る途

中に大里峠で夜になります。同の前で休み琵
琶を弾いていると、女人が現れ再度曲を所望
します。女は大蛇に化身された「おりの」で

蔵市に身の上話をします。大蛇の体は大きく
なり、ここでは狭くなったので　荒川の下流

をせきとめ、村を大潮にして住む企みを打ち

明けます。他言すれば命はないと告げて女は

消え去ります。

茂市は、夜道を急いで下山して下関の大庄
屋「渡違三左衛門」に急を告げ、「大蛇は鉄が

嫌いと明かした」と言い、琵琶と杖だけを残
して絶合します。庄屋たちは村中の鉄を集め

て釘をつくり、大里峠で大蛇に打ちこみます。

大蛇は七日七夜苦しみつづけて退治され、村

は救われました。下関の大蔵神社には、法師

茂市が遺した琵琶と杖が配られています。

（大里峠伝説の言い伝えの一つ、編：平田大六）
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渡達家は、越後米沢街道の要衝下関に居を構

えた、豪商・豪農の一族。75人の使用人を抱え、

千町歩の山林と七百町歩の水田を有した。

その邸宅は国の重要文化財の指定を受ける築

200年の豪邸。造りは強度が高い「撞木づくり」。

屋根は「石置き木調葺屋根」で玉石が約1万個、

木羽（杉薄板）が20万枚使われており、その

広さは日本一。

渡達家は廻船業や酒造業で財をなし、三代目

から米沢藩への融資（大名貸し）を行い幕末ま

でに総額十万両以上を融資した。その功として

勘定奉行格の待遇を受けるとともに、米沢藩九

代当主上杉鷹山公から賜った「弾弓」は渡達家

の家宝として保管されている。
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