
いずみウオーク・史跡めぐり

(コース）下田農業ふれあい館～白幡神社～旦谷・谷当・下田・大井戸～下田農業ふれあい館

①白幡神社 所在地(若葉区旦谷町215番地）

祭神署田別命(ほんだわけのみこと)･大山昨命(おおやまくいのみこと）

菅原道真(すがわらみちざね)を祀る。 創立年代は不詳であるが､境内に延宝五丁巳年

（1677)と銘した碑石がある｡明治42年(1909)9月29日に日枝神社･天神社を合祀した。

＊石鳥居 大正8年(1919)11月1日に瀧田志摩之助が寄進した。

＊両部鳥居 （前後に副柱)2019年の台風により倒壊し､2020年に再建した。

＊道祖神 石鳥居前の右手にある石碑(高さ55cm･横23cm･奥行15cm)があり、

（正面） 道祖神 （左側面）且谷村氏子中 と刻まれている。

＊石燈寵 昭和25年(1950)4月に医学博士･石橋秀が寄進した。灯火を入れる火袋（火舎）の

ある照明具である。仏教の伝来にともない寺院でつかわれたものであるが、のちに

神社にもとり入れられた。

＊狛犬 昭和3年(1928)4月に花井徳次郎が寄進した。

＊庚申塔 （青面金剛王像･しょうめんこんどうおうぞう）社殿の左側､椎の木の脇にあり､延宝5年

（1677)に建立した石碑(高さ86cm､横35cm)である。庚申(かのえのさる)の夜､青面

金剛を祀って､この夜には､体内にいる三戸(さんし)の虫が抜け出し､その人の罪を天帝

に告げ口する｡すると天帝は､その人を早死にさせる。

「この日に眠らなければ､三戸の虫も抜け出すことはないだろう｣というので､みんなで集

まり､酒を飲んだり話をしたりして夜明かしするようにもなった｡この集まりが庚申講である。

＊境内神社・日枝神社 （山王様)＝祭神大山昨命(おおやまくいのみこと)(産土神など）

・天神社 祭神菅原道真(学問の神）

・三峯神社雲取･白岩･妙法の三山を三峯山といい､三峯権現が祭神

・稲荷神社祭神倉稲魂命(稲作の神）

・萢瘡神社萢瘡(ほうそう)という天然痘にかからないよう願う神。

（痘瘡ｳｲﾙｽによる感染症｡気道粘膜から感染｡高熱を発し､解熱後､主として顔面に

発疹を生じ､あとにあばたを残す｡感染性が強く､死亡率も高い｡種痘によって予防でる

1980年WHOが絶滅宣言を出した。

＊梵天塚 白幡神社の右手にあり、出羽三山の供養塔が並んでいる､竹や紙で梵天を作り8月に

供養する｡古いものは ・安政二年(1855)二月

・明治32年(1899)7月1日 ・大正6年(1917)7月吉日

・大正12年(1923)7月25日 ・昭和15年(1940)7月25日

出羽三山供養塔の中に道標を兼ねた秩父供養塔(高さ99cm･横30cm･幅20m)があり

(正面） 到正面下田新開坂月 大草吉岡

秩父三十四番供養塔 昭和十五年(1940)二月吉日建

(右側面）到旦谷谷当内田坂戸昭和八年七月島田菊二郎(外三名）

(左側面）到吉岡下経て坂戸並木島田善市花井蘭三(外八名） と刻まれている
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＊秩父三十四観世音供養塔

埼玉県秩父郡にある､三十三カ所の観音霊塲､実は三十四ケ所である。全国各地に

ある三十三ケ所観音のなかで、両国、坂東のそれについで有名である。ここが三十

四ケ所あることは、両国、坂東とあわせて、百番札所とするためである。観音の功

徳を得るために、観音を祀る霊塲を巡拝した記念碑、道標としての供養塔が多い。

②馬頭観音 まつくれば｡馬を繕う(つくろう)場､馬の蹄鉄(ていてつ)馬のひづめの底に打ちつけて

ひづめの摩滅･損傷と滑走とを防ぐ鉄具。

③薬師堂(旦谷町集会所） 所在地(若葉区旦谷町269番地）

本尊が室町時代の木造薬師如来坐像（高さ15,4cm)

創立年代は不詳である｡病を除き､心身を安楽にする。

＊大師堂 二棟あり､集会所の前の堂内には三基の弘法大師像が納められ､一体は首の部分が

なくなっている。集会所の左脇の堂内にも弘法大師の立像が納められており､この立像

は佐倉市並木から移されたものであるという。

＊秩父三十四番観世音供養塔 明治40年(1907)5月の石仏(高さ102cm･横51cm)で当区の

石橋条蔵ら15人が建立したものである。

＊如意輪観音像宝暦四戌(1754)十月吉日建立の石仏(高さ78cm･横31cm)で如意宝珠と輪宝を

‐ 持って､一切衆生の願望を満たし､苦を救うという変化観音(へんげかんのん)である。

＊六地蔵六像のうち､五像には首がない｡明治元年(1868)の神仏分離令による廃仏殿釈によるも

のか。六道において衆生の苦患(くげん)を救うという。

＊地蔵菩薩立像寛保元年(1741)三月に旦谷村が建立した石仏(高さ110cm･横38cm)で､釈迦

入滅後､弥勒仏の出生するまでの間､無仏の世界に住して六道の衆生を教化･救済する

という。

＊子安観音像 天明六年(1786)二月の石仏(高さ62cm･横30cm)と文化十四年(1817)十一月

の石仏(高さ56cnl･横27センチ)で安産と育児を守護するという。

④道標(秩父供養塔） 薬師堂の当方三叉路にある石碑(高さ70cm･横27cm･奥行18cm)で

（正面） 安政二年(1855)八月吉日

奉造立秩父観世音供養塔

（右側面） やとう 旦谷村同行先達石橋磯右エ門 父

右うちだ道 同 母

とうか祢 嶋田市郎左エ門妻

黒川与エ門 妻

（左側面） さかど 南波佐間村 中臺紋左エ門妻

左まわた志道 上野村 粟飯原善右エ門妻

さくら と刻まれている。

⑤道標(秩父供養塔） 谷当町方面に進むと､左手に､千葉市汚水処理場のところで十字路となるが

その手前､に道標(高さ116cm･横32cm･奥行23cm)があり(360番地先）

（正面） 明治22年(1889)3月15日

秩父三十四番観世音供養塔

(右側面）

(左側面）

右坂戸馬渡道

左作場道 と刻まれている。
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⑥姥嶽神社(うばたけ） 所在地(若葉区谷当町481番地）

祭神は､大山昨命(おおやまくいのみこと)･大巳貴命(おおなむちのみこと)であり

安永四年(1775)八月二十日に創建した。

参道の入口の左手に宝永六年(1709)の青面金剛王像(高さ148cm･横38cm･奥行

25cm)がある｡青面金剛は､病魔･病鬼を払い除く大威力があるという。

＊庚申塔

＊道祖神 参道の入口の右手にあり､大正11年(1922)建立である。

＊痘瘡神 境内の左手に石碑(高さ47cm･横22cm･奥行14cm)があり

（正面） 萢瘡神

（右側面）嘉永元戌申年六月吉日

（左側面） 矢当村中 と刻まれている。

＊三拾三度大願成就 境内の左手に石碑(高さ90cm)があり､富士講の信者の建立。

（正面） 鏑木邑先達

＝拾三度大願成就

先達浄行 谷当村高橋四良兵衛父

（右側面）万延元庚申(1860)九月吉日建立 と刻まれている。

＊手洗石 参道の右手に二基があり、 ・嘉永六年(1853)九月安左エ門隠居治兵衛隠居

・昭和十九雫(1944)十月 谷当村今井俊雄 が寄進したものである。

＊狛犬 本殿の前にあり､明治二十九年(1896)九月に寄進された。

＊地神塔(じじんとう)｢五角塔」 境内の左手の杉木の根元にあり、（高さ57cln･横12cm)

・天照大神(あまてらすおおみかみ)･倉稲魂命(うがのみたまのみこと）

・埴安媛命(はにやすひめのみこと)･少彦名命(すぐなびこなのみこと）

・大巳貴命(おおなむちのみこと） と刻まれている。

＊天神社 境内の右手に石碑(高さ85cm)があ

（正面） 天神社明治二十一年(1888)九月再建 と刻まれている。

＊日枝神社境内の右手に石碑(高さ75cm)があり

（正面） 日枝神社明治二十一年(1888)九月再建と刻まれている。

＊子之神社 境内の右手に石碑(高さ90cm)があり

（正面） 子之神社明治二十一年(1888)九月再建 と刻まれている。

＊金毘羅大神境内の右手に石碑(高さ85cm)があり

（正面） 金毘羅大神大正三年(1914)四月十五日 と刻まれている。

＊出羽三山参詣記念碑 本殿の右側に石碑が並んでおり、

・文政七年二月 ・慶応四年三月 ・明治二十五年三月 ・明治四十二年七月

・大正十三年三月 ・昭和十二年七月などの銘文がある。

⑦道標(秩父供養塔） 姥嶽神社から真照院方面に進むと､十字路となる｡この前方､左手に

道標(高さ75cm･横23cm･奥行20cm)があり(511番地先十字路）

（正面） 秩父三十四番観世音供養塔

大正二年(1913)十二月

（右側面） 内田塩古道

（左側面） 千葉街道

（裏面） 坂戸馬渡佐倉之道 と刻まれている。
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⑧地蔵堂 所在地(若葉区谷当町75番地）

堂内に弘法大師が爪で彫ったと云い伝えられて石の地蔵が祀られている。

平成11年8月に再建された立派な堂である。

所在地(若葉区谷当町70番地）

地元の農産物を原料として無添加の加工食品等､研究製造を会員の皆さんと作って

いる工房｡そば打ち°スモークハム･ウインナソーセージ･味噌･その他の教室も開いている。

⑨谷当工房

⑩真照院（谷当町集会所） 所在地(若葉区谷当町63番地）

真言宗･本尊･薬師如来立像(161,5cm)の等身大の木遣江戸時代享保十二年

（1727)光祐作である。

＊道標(秩父供養塔） 境内の左手に石碑(高さ84cm･横28cm･奥行24cm)があり

（正面） 上部南 秩父三十四番観世音供養塔

昭和二十二年四月七日

（右側面） 上部東 北且谷坂戸

東谷当 内田

（左側面） 上部西 南下田大井戸

西吉岡四ツ街道

（裏面） 上部北 谷当参詣者一同 と刻まれている。

＊秩父三十四番供養塔 境内の左手にあり､･昭和三十年四月 ・昭和四十年四月

・昭和五十三年四月 などに参詣した記念碑である。

＊納経供養塔(廻国塔） 境内の左手に六十六部納経供養塔(高さ73cln･横29cm･奥行19cm)

がある｡廻国巡礼の一つで､書写した法華経左全国六十六ケ所の霊場に一部ずつ納め

る目的で､諸国の社寺を遍歴する。

＊弘法大師座像 境内の左手に小祠があり､この中に文政八年(1825)作の木造弘法大師座像

（高さ28cm)が納められている。

＊三十二夜塔 境内の左手に延享元年(1744)に講中が建立した石仏(高さ74cm･横33cm)

がある｡陰暦二十三日の夜､月待ちすれば願い事がかなうと信じられている。

＊無縫塔(むほうとう)＝卵塔(らんとう)ともいう､僧侶専用の墓形であるのと､頂部が丸いことから

坊主墓とも呼ばれる。

＊すまんど 粗馬捨塲(そますてば)又は粗馬引塲(そまひきば)牛･馬の墓(谷当の呼び方）

＊まつくれば馬を繕う(つくろう)塲､馬の蹄鉄(ていてっ)かなぐつを付ける場所。

⑪道祖神 谷当町､入口付近の右側が高くなり､そこに小祠があり､道祖神が祀られている。

道路の悪霊を防ぎ､行人を守護する神である。

⑫大宮白幡神社所在地(若葉区下田町1134番地）

創建は不詳であるが､明治四-f三年(1910)十月一日、それまで別立であった

大宮神社(祭神･大宮比売命)と白幡神社(祭神･誉田別命)を一社とした。

現在の社殿は､昭和四十九年十月に新築されたもの｡境内の中に朱色の柱の本殿が

ひときわ目立っている。

＊石鳥居 台地下の入り口に命じ二十二年(1889)九月のものである。

＊手洗石 急な石段を登った右手にあり､文化三年(1806)二月のものである。
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＊萢瘡神 境内右手に石碑(高さ62cm･横21cm･奥行13cm)があり。

（正面） 萢瘡神

（右側面） 寛政五癸丑年(1793)九月吉日 と刻まれている。

＊富士登山記念碑 境内の右手に石碑(高さ128cm･横62cm)があり

（正面） 明治二十一年(1888)五月

伊那那岐命木花咲那姫命伊那那美命 と刻まれている。

＊第六天 境内の右側の道路沿いに石碑(高さ52cm･横33cm･奥行16cm)があり

（正面） 第六天

（右側面） 明治二巳己(1869)八月吉日

（左側面） 願主高橋佐右エ門 と刻まれている。

＊橿原神社(かしはら） 境内の左手に石碑(高さ82cm･横30cm･奥行30cm)があり

（正面） 橿原神社

（右側面） 昭和二年(1927)五月吉日 と刻まれている。

＊愛宕神社 境内の左手に石碑(高さ63cm･横26cm･奥行9cm)があり

（正面） 愛宕大権現

文化九申年(1812)十二月 と刻まれている。

＊地神塔(五角柱） 境内の左手の杉木の根元にあり､･天照皇太神宮・倉稲魂命・第己貴殿命

少彦名命・植安姫命下田村氏子と刻まれている。

＊馬頭観音像 境内の左手に石碑(高さ78cm･横27cm･奥行18cm)があり、

（正面） 明和二乙酉天(1765)十一月吉日 下田村 と刻まれている。

⑬道祖神 大宮白幡神社から下田町､入口付近に小祠があり､道祖神が祀られている。

⑭地蔵菩薩像 慈眼寺の前の道を直進すると用水路上に地蔵像があり､この村の婦人たちに病気

悩みごとがあると､この地蔵像を洗い清めたといわれ､摩耗してつるつるになっている。

（高さ83cm･横27cm･奥行18cm)

（正面） 童男覚心天位

享保十三年戊申(1728)二月十一日

施主下田村婦人会 と刻まれている。

⑮慈眼寺 所在地(若葉区下田町211番地）

真言宗豊山派の寺院である｡金親町の金光院の末寺で､本尊が阿弥陀如来立像

（高さ54,8cm)であるが､創立年代は詳らかではない。本堂には観音菩薩座像・

薬師如来坐像・弘法大師座像・如意輪観音座像が納められている。

＊上人塚 本殿の左手奥にあり、「文政四年九月法印孝寛｣などの住職の石碑が並んでいる。

＊庚申塔 境内の左手に小祠があり､その中に(高さ130cm)程の石造の庚申塔が奉納されて

いる｡この庚申塔は､もとは下田新開1026番地の境外所有地にあったが､御成研究

学園都市造成のため､平成四年四月に移築されたものである。

＊如意輪観音像 境内の左手の小祠があり､中に石像があり

（正面） 真言法印寛政三癸亥(1791)四月 と刻まれている。

＊馬頭観音 境内の左手に石碑(高さ60cnl･横26cm･奥行15cm)があり

（正面） 文化七年(1810)三月

馬頭観世音菩薩別当地玄寺 と刻まれている。
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*高野山参詣記念碑 境内の左手に石碑があり､昭和十一年十一月と同四十七年十一月の

高野山参詣記念碑である。

*天神社 境内の左手に小祠があり、中に石碑(高さ55cm･横33cm･奥行30cm)があり

（正面） 天神社

（右側面） 昭和二十一年(1946） と刻まれている。

*大師堂､子安堂 境内の左手にある。

*秩父三十四番観世音供養塔昭和二十三年四月 ・昭和二十六年四月 ・昭和四十年四月がある

*秩父三十四番観世音供養塔 （道標）境内の前脇に石碑(高さ76cm･横32cm･奥行28cm)

があり(元は下田新開にあった）

（正面） 明治十六末季(1883)五月

秩父三十四番観世音供養塔

西千葉街道

（右側面） 南かねをや道

（左側面） 北まハたし道

（裏面） 東左しも田 やとを道

右しも田 大いど と刻まれている。

*秩父三十四番観世音供養塔(道標）境内の前脇に石碑(高さ115cm･横40cm･奥行25cm)があり

（正面） 明治三十五年(1902)九月

秩父三十四番観世音供養塔更科村下田

（右側面） 右ハ谷当内田塩古道

（左側面） 左ハ吉田小名木四街道 と刻まれている。

*梵鐘本堂の右側の軒下に架けられており､一打鐘聲当願衆生脱三界苦頓見菩薩

維文化七庚牛歳(1810)三月吉衛

現住宥照代

田中山慈眼寺願主七良左エ門父左エ門三良右エ門

施主当村中 老若男女 大井戸村旦徒中

明治二十一戌子暦年(1888)一月吉日

当山兼務愛染山第四十二世律師宥憲謹誌

願主高橋佐右エ門高橋仙蔵市原浅治郎

施主当村中老若男女大井戸村徒中 と刻まれている

⑮姥の墓(茶福神） 大井戸館跡よりほど近い茶畑(以前は塚状になっていたが､現在は平らにな

ている)の中に､石棺の一部と御神体と思われる石三体(宝筐印塔)が地元の人たち

によって安置されている。

この墓は､館に居住していた老婆の墓であるといい､石棺の一部と安山岩の丸い石が

三個(中央が高さ16cm･横11cm･右側が高さ18cm･横11cm･左側が高さ15m･

横lOcm)が台上に並んでいる。 この墓は､地元では､かぜの神様､咳の神様､足の

神様とも言われ､治るとお礼に甘酒を差し上げたという。

⑰大井戸館跡薬王寺跡の北側の竹薮の中に空堀と-+塁があり、中世の館跡であるという｡築造

年代などは不詳であるが､保元元年(1135)に千葉常胤が下総国の国司に任じられたとき、

孫の胤時が白井庄弥富郷を支配したことから､彼か､又はその一族が居住したものと思われる。
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⑱薬王寺跡(真言宗） 所在地(若葉区大井戸町617-2番地）

現在､大井戸町集会所になっており､念仏堂ともいわれている｡もとは、

金親村金光院の別院であり、本尊は江戸時代の木造･薬師如来立像(像高36,8cm)である。

＊梵鐘 高さ55cln･直経37cmであり､集会所の左側に揚げられており、

諸行無常 是生滅法

生滅滅亡 寂滅為楽

下総国千葉郡大井戸村中

為各々先祖代々

干時天保十二丑(1841)九月薬王寺住負普宣代 と刻まれている。

＊薬師堂 境内左側に小祠があり､内部に弘法大師像が納められている。

＊観音菩薩像 境内の左側に石碑(高さ130cm･幅55cm)があり、

（正面） 勢至観音菩薩

元禄十五年(1702） と刻まれている。

＊二十三夜講供養塔 境内の左側に石碑(高さ125cm･横62cm)があり、

（正面） 二十三夜講供養塔

天和二年(1682） と刻まれている。

＊庚申塔 境内の左側に石碑(高さ97cm)があり、

（正面） 庚申像

（右側面） 奉造立青面金剛童子

元禄十四年辛已(1701)十月八日 と刻まれている。

＊如意輪観音菩薩像 境内の左側に石碑(高さ81cnl･横30cm･奥行14cm)があり、

（正面） 奉造十九夜念仏講中

明和四丁亥十月(1767)十月 大井戸村と刻まれている。

＊地蔵菩薩像 境内の左側に石仏(首まで86cm)があり、

（正面） 宝永三年(1706)十一月 と刻まれている。

＊南無六部供養塔(廻国塔） 境内の左側に石碑(高さ47cm･横24cm･奥行20cm)が*南無六部供養塔(廻国塔） 境内の左側に石碑(高さ47cm･横24cm･奥行20cm)があり

（正面） 南無六部供養塔

大正九年(1920)庚申三月大井戸区中 と刻まれている。

*大師遍照金剛碑 境内の左側に石碑(高さ126cm･横54cm･奥行12cm)があり

（正面） 南無大師遍照金剛

昭和五年81930)四月吉日 増田作太郎、 もえ と刻まれている。

＊道標 薬王寺の入口に石碑(高さ97cm･横16cm･奥行16cm)があり、

（正面） 左下田吉岡四街道二至ル

（右側面） 前大井戸下泉上泉道

（左側面） 大正十四年(1925)十一月 大井戸村剤軍青年建立

（裏面） 右 谷当馬渡佐倉道 と刻まれている。

⑲大宮神社 所在地(若葉区大井戸町614番地）

古くは大宮大権現といい､大宮比売命･木花咲耶姫命･猿田彦命を祭神としている。

創建年代は不詳であるが､明治四十三年(1910)十一月に字､浅間ビョにあった浅間

神社､明治四十四年に道祖神社を合祀した。
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＊石造鳥居 平成四年十月に村中が新たに建立した。

＊狛犬 社殿の前にあり､大正十三年(1924)四月に建立した。

＊手洗石 境内の右手にあり､宝暦十一年(1761)十二月のものである。

＊高野山参詣記念碑 境内に二基あり､昭和十二年(1937)三月と十四年五月のものである。

＊弁財天 境内の右手にあり､元は字､厳島にあった石祠(高さ60cm･横27cm･奥行26cm)で

「宝暦八年(1758)｣と刻まれている。

＊道祖神 境内の左手にあり､宝暦人年(1758)二月に薬王寺氏子が建立したもの(高さ60cm･

横26cm･奥行26cm)で

（正面） 道祖神

（右側面） 大井戸薬王寺氏子者

金親村道師金光院宥喜

（左側面） 宝暦八戊寅年二月 と刻まれている。

＊金毘羅大権現境内右手に石碑(高さ45cm･横23cm･奥行13cm)が祀られ

（正面） 金毘羅大権現

（右側面） 天保八酉(1837)十一月十日 村中

（左側面） 世八人源之丞 と刻まれている。

＊萢瘡神 境内右手に石碑(高さ50cTn･横20cm･奥行12cm)があり

（正面） 萢瘡神

（右側面） 天保十一子年(1840)八月吉日

（左側面） 願主喜加左エ門佐左エ門大井戸村中 と刻まれている。

＊天神社 境内右手に小祠があり､内部に木碑(高さ52cm･横26cm)が祀られ、

（正面） 天神宮 （左側面） 昭和57年(1982)氏子村中 と書かれている。

＊天照大神境内右手に小祠があり､内部に木碑 （正面）天照宮と書かれている。

⑳道祖神 県道浜野四街道長沼線から大井戸の集落へ入る道の左手に石仏(高さ75cm･

横29cm･奥行12cm)があり

(正面） 宝暦十辰(1760)二月吉日 供養導師金光院

為藥栄也

大井戸村別当薬王寺 と刻まれている。

⑳地蔵菩薩像UII供養） 下田町の集落を過ぎて県道､浜野四街道長沼線に出る道の途中の右手に

地蔵菩薩像がぽつんと建っている｡昔はここで川供養を行ったといい､耕地轄琿により川が

なくなったが､この地蔵菩薩像(高さ65cm･横26cln･奥行15cm)だけで建ち、

（正面） 地蔵菩薩像

（右側面） 明治二十三年(1890)四月十三日

（左側面） 更科村下田 と刻まれている。

資料／｢さらしな風土記」

発行更科郷土史研究会
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