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歯痛専門の地蔵が、ある
[ 2006年12月10日 00時00分 ]
エキサイト

歯痛に効くという、お
地蔵さまがあるらし
い。
それにしても、ずいぶ
んご利益を絞り込ん
だもんだが、そのお地
蔵さんは、世界遺産
に登録されている熊
野古道にたたずんで
いる。

（写真上）古道沿いにたたずむ
小さな「歯痛地蔵」。悩んでいる
方は、ぜひどうぞ。（中）こっち
が腰痛の地蔵さん。真ん中が
パックリ割れています。

熊野古道にある熊野
九十九王子社のひと
つ、水呑王子。ここ
は、弘法大師が杖で
地面を突くと、そこか
ら水が噴き出したとい
う言い伝えのある場
所。その水呑王子の
近くの道沿いにある小
さな祠の中にあるの
が、その「歯痛地蔵」。
看板には「歯痛の地
蔵さん」と書かれてい
る。

http://www.excite.co.jp/News/bit/00091165424887.html
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の住宅 - オフィスのレイアウト - カフェを

熊野古道の伝説や、そこに咲く花などを散策しなが
開業 - 自費で出版 - TOEICの対策 - マ
ら解説してくれる、熊野本宮語り部の会の方の解説 ンションの管理 - コンビニのオーナー によると、この地蔵、江戸時代からあるのだという。 飲食店を開業
「このあたりはずっと歯医者さんがなかったんです
よ。そんなときは、新宮や田辺まで、泊まりがけで行
ってたんです」
歯の治療のために、泊まりがけでまではなかなか行けない。そんな事情もあって、民間信仰
のひとつとして、この地蔵が「歯痛によく効く」とされ、親しまれてきたのだという。
さて、ではなぜこのお地蔵さんが「よく効く」と言われるようになったのか。語り部さんは、こん
な説を語ってくれた。
「昔の人は、とくにがまん強いでしょ。それで、辛抱して辛抱して、それでもたまらんときにお
参りにくる。そんなときは、もう痛みが最高潮なわけですから、お参りにくるころにはもう、痛
みは峠を越している。だから、『お参りしたら痛みがひいた』と思ったんでしょう」
お地蔵さんにお願いしようと決意したときが痛みのピークだから、自然、それより痛みもマシ
になる、つまり「効いた」ということになると。
「考えてみれば、ごく当たり前のことなんですよ」
歯痛地蔵のすぐ近くには、「腰痛に効く」お地蔵さんもある。こちらは真ん中でパックリと割れ
ているもので、その割れ目部分にお賽銭をはさんだりしてお参りをする。語り部さんが笑う。
「さっきが歯科で、こっちは整形外科というところです。『古道は総合病院だ』と、よく言われて
いるんですよ」
生命の息吹を思い切り感じられる、熊野古道。歯痛の地蔵、腰痛の地蔵などにお参りしつつ
散策すると、心身ともに健康になりそうな、いい心持ちになれます。
（太田サトル）
髪の毛フンワリ、アフロな仏様に会いに行く (Bit)
ブランド好きが集う!? ブランド薬師 (Bit)
お参りするとタバコが嫌いになる地蔵の謎 (Bit)
思わずクスクス、楽しくなる「貧乏神神社」 (Bit)
ネガティブな祈りを叶える!? 「えんぎり」お守り (Bit)
投票合計：27 [ 投票とは？｜投票レート ]
投票する
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【PR お仕事ニュース】 有名企業のエンジニアと話せる！エンジニア適職フェア

この記事へのトラックバック（10）
※以下の内容は個人が運営するブログに書かれたエントリです。こちらをご一読の上、ご覧下さい
[04月10日] 歯痛のおじぞうさま [ 日々精進 ] at 19:52:51
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[03月22日] 食べ物で腰痛をやわらげる裏技 [ 暮らしの裏技 ] at 01:41:26
[02月15日] 歯痛専門の地蔵！？ [ 歯痛を解決！ ] at 14:20:16
[12月11日] 歯痛専門の地蔵が、ある [ 須磨寺ものがたり ] at 16:48:31
[12月11日] 歯痛はキツイ！ [ 海馬を使おう ] at 05:30:35
もっと見る（全10件） >>
トラックバックURL： http://www.excite.co.jp/News/tb/News/bit/00091165424887.html
エキサイトブログユーザーならブックマークレット機能を利用してこのページにトラックバックできます。
トラックバックする場合はこちらをご覧ください。 [ トラックバック一覧 ]

Excite Bitニュース閲覧数ランキング （30分以内の閲覧）
1. 小説付きパンの缶詰『クロワッサン夫人』とは？ [エキサイト]
2. 「ドンペリ」って、なんで高いんですか？ [エキサイト]
3. 飲める？ 飲めない？ モロッコのお酒事情 [エキサイト]
4. 仮面ライダーに出演していた意外な人々 [エキサイト]
5. 「うちの子」化もついにここまで!? 猫の母子手帳 [エキサイト]
6. 古いテレビのあきらめどきは、いつ？ [エキサイト]
7. 大富豪の定番、アレはどこで売ってるの？ [エキサイト]
8. 「zzz」のこと、なんて読む？ [エキサイト]
9. 世界各国の飲酒可能年齢にカルチャーショック！ [エキサイト]
10. カレー風味ごはんやマリーチョコレートも!? いまどきの「非常食」を体験 [エキサイト]
もっと見る >>

他のExcite Bitニュース
[5月15日] 飲める？ 飲めない？ モロッコのお酒事情 [エキサイト]
[5月15日] 小説付きパンの缶詰『クロワッサン夫人』とは？ [エキサイト]
[5月14日] 仮面ライダーに出演していた意外な人々 [エキサイト]
[5月14日] 「zzz」のこと、なんて読む？ [エキサイト]
[5月14日] 古いテレビのあきらめどきは、いつ？ [エキサイト]
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