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時は江戸時代、現在の三好市池田町では

高冷地で「たばこの葉」を栽培し、マチ

では「きざみたばこ」の加工をしていま

した。

え　ど　じだい

こうれいち さいばい

とき げんざい みよししいけだちょう

は

かこう



そのマチに若くアイデアに富んだ、

中村屋武右衛門さんという青年がお

りました。

武右衛門さんは各地へ行商に行って、

生活をしておりました。

ぶ　え　も　ん ぎょうしょうかくち

せいかつ

い

ぶ　え　も　んなかむらや せいねん

わか と



ある日武右衛門さんは猪鼻峠を越え、香川県の海沿いの

町、詫間につきました。そこの波打八幡神社の木陰で休

んでいるふたりの商人風の男を見つけ、「一服いかがで

すか？」と池田のたばこを差し出しました。

するとふたりは「こりゃうまい！いい匂いだ！！」

と目を丸くしてほめてくれました。

ふたりは粟島の豪商、柏屋貞六と岡田屋幸兵衛で

した。

ぶ　え　も　ん いのはなとうげ

たくま なみうちはちまんじんじゃ こかげ

しょうにんふう いっぷく

あわしま ごうしょう かしわや　さだろく おかだや　　さちべえ

こ かがわけん うみぞ

まち やす

おとこ み

いけだ さ だ

にお

め まる



そのふたりは、たばこの礼

がしたいと武右衛門さんを

家に招きました。

そこで、三人は船に乗って

対岸にある粟島に向かいま

した。

瀬戸内海は、北前船といっ

て日本海を渡る船がたくさ

ん行き交い、たいそうにぎ

わっておりました。

たいがん

ぶ　え　も　ん

まね

あわしま

ふね

せ　と　ないかい きたまえぶね

にほんかい わた ふね

い か

れい

いえ

のさんにん

む



武右衛門さんはおいしい料理やお酒をいただき

ながら、たばこづくりや商いの悩みを語り、もっ

と簡単にたばこの生産ができないかと相談しま

した。

すると、粟島のふたりが北海道で昆布切りの機

械を目にしたことがあり、それをうまく使えば

たくさん生産できるのではないかと教えてくれ

ました。

ぶ　え　も　ん りょうり さけ

あきな なや かた

かんたん せいさん そうだん

あわしま ほっかいどう こんぶ　き き

せいさん おし

かい め つか



山の男と海の男が夜が更けるまで語り合い、そしてふ

たりはなんと残りのたばこを全部買ってくれました。

池田のうまいたばこと武右衛門さんの人柄や熱意にほ

れこみ、ふたりは昆布切りの機械を手に入れる計画を

しました。

武右衛門さんは喜び勇んで粟島をあとにしました。武右衛門さんは喜び勇んで粟島をあとにしました。

やま おとこ うみ おとこ よ ふ かた あ

のこ ぜんぶ　か

ぶ　え　も　ん ひとがら ねついいけだ

こんぶ　き きかい けいかく

ぶ　え　も　んぶ　え　も　ん よろこよろこ いさいさ あわしまあわしま

て い



武右衛門さんは大喜びでした。

池田の大工に頼み、あれこれと改造を加え、たば

この葉を切れるようにしたのです。

それから約半年後、良い便りがあり武右衛門さんは

大八車を持って、粟島まで昆布切りの機械を取りに

行きました。

やくはんとしご よ たよ ぶ　え　も　ん

だいはちぐるま も あわしま こんぶ　き きかい

ぶ　え　も　ん おおよろこ

だいく かいぞう くわたの

と

い

は き

いけだ



武右衛門さんが苦労を重ねて、改良した機械によ

り、たくさんの「きざみたばこ」が生産できるよ

うになりました。

なんと手できざむよりも 5 倍ものはやさでつくる

ことができたのです。

ぶ　え　も　ん くろう かさ かいりょう きかい

せいさん

て ばい



武右衛門さんは粟島のふたりと友情を築き、たば

こを優先的に売ることになりました。

「香りがよく長持ちで、海の男には火つきよし」

と評判になり、遠くは北海道まで売りさばき、大

いに儲けることができました。

ぶ　え　も　ん あわしま ゆうじょう きず

ゆうせんてき う

かお ながも うみ おとこ ひ

ひょうばん とお ほっかいどう う おお

もう



そのおかげで、池田のマチは大変繁栄し、

たばこが一大産業となりました。

マチには人びとが行き交い、活気にあふれ

ていました。

いけだ たいへん はんえい

いちだいさんぎょう

ひと い か かっき



それから時がたった 1900 年ごろマチのきざみたば

こ屋が国営になり、600 もの人たちが「きざみた

ばこ工場」に雇われたのです。

そのことにより、いままでマチで商いをしていた

きざみたばこ屋は酒屋になったり、呉服屋、荒物、

米屋、宿屋など様々な職業に変わっていきました。

マチは益々発展し、「うだつ」のあがった大きな家

が本町にたくさん並びました。

とき

や えい

こうじょう やと

ねん

あきな

や さかや ごふくや あらもの

こめや やどや さまざま しょくぎょう か

ますます  はってん おお いえ

ほんまち なら

こく ひと



時代の流れと共に池田のマチも様変わりしました。し

かし、今でもたばこ工場跡地周辺は中心地としてにぎ

わいを見せています。本町では楽しいイベントが行わ

れ、次々と新しいことが生まれています。

武右衛門さんのアイデアと行動力が功を奏し、より元

気なマチへと導いたのでありました。     （おしまい）

じだい なが とも いけだ さまが

いま こうじょうあとちしゅうへん ちゅうしんち

ほんまちみ たの おこな

つぎつぎ あたら う

ぶ　え　も　ん こうどうりょく こう そう げん

き みちび



たばこ豆知識 あれこれ

江戸時代に、お坊さん

が長崎からたばこの種

を持って三好市山城町

大野にとどまり、その

地に伝えたと言われて

います。

現在、山城町大野の墓

所観音寺境内に、筑後

坊の石像が残されてい

ます。

筑後坊さん

平田船

昔は吉野川が運搬の主流でし

た。諏訪公園の下にあった池田

港より、『平田船』と呼ばれる

帆掛け船が徳島方面に送り出さ

れていました。平田船いっぱい

のたばこで、蔵が一軒建つほど

の収入があったそうです。

きせる

引き札

たばこ商人がより多くの商

品を販売するために作った

今でいうポスター。宣伝の

た め に 作 ら れ て い る の で、

人の目を引く斬新なデザイ

ンとなっています。

うだつ

うだつとは日本家屋の屋根に

取り付けられる小柱、防火壁、

装飾のこと。お金がかかるた

め、裕福な家にしか付けるこ

とができませんでした。

池田のマチのうだつの上がっ

た家は、たばこの商いが国営

になった際の補償金で建てら

れたとされています。

江戸時代からある煙草を吸う道具。刻

みたばこを丸めて詰め、使用します。

愛用者やコレクターも存在し、様々な

材質のもので作られています。

高用文庫

中村屋武右衛門の家に

代々伝わる木箱。

当時は姓を許されなかっ

たため、上 名賀武ヱ門

と署名してあります。

たばこの葉

三好市の山間部で栽培し、日に干した

葉たばこは池田のマチに売りに出され

ました。

当時、現金収入がとぼしかった山間部

の農家にとって、たばこ栽培はとても

よい収入源でした。

専売局　池田工場

現在のＪＴ（日本たばこ産業）。明治 37 年法律の改正によ

り、たばこの耕作・製造・販売に至るまで政府の管轄下に

置かれることとなりました。

ここでたくさんの人たちが働き、様々なたばこの銘柄が長

年にわたり製造されていましたが、平成 2 年にその歴史に

幕を閉じました。

阿波池田うだつの家
たばこ資料館

池田のたばこの歴史がわかる資料館。

たばこ製造業者の旧居宅を利用して

います。百年以上を経過した今でも

当時の繁栄ぶりを想像させる見事な

造りとなっています。

三好市池田町マチ 2465-1

うだつマルシェ
毎年二回池田町本町通りで開催される

一日マーケット。

うだつチンドンなどの楽しいイベント

ももりだくさんで、たくさんの人でに

ぎわいます。

会場でもある『スペースきせる』はた

ばこにちなんだ名前となっています。


