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感じてみよう！岩槻の郷土

しょうき

屋根の上の鍾馗様

江戸時代に元荒川沿いの瓦職人が、家内安全、魔
除けなどの気持ちを込めて作りました。岩槻区に
現存する鍾馗様は 10 数体と言われています。主に
瓦屋根の上や玄関先に安置されています。

岩槻で作られるくわい

くわいは芽の出るように、縁起物としておせち料
理に使われています。煮もの、吸い物、雑煮など
にも使われます。また、くわいを素揚げにし、塩
を少々振った物はおつまみになります。調理の際
は必ず芽を残して使いましょう。岩槻の柏崎、和
土、新和、川通の各地区で盛んに栽培されていま
す。

いぼ天神 ( 笹久保新田天満宮） 

知恵の神様とともに、「
い ぼ

疣」を治して下さる
「いぼ天神様」として信仰されています。
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編集後記
　最近、とっても助かったことがありました！『まちかど雛めぐり』に併せ
て、岩槻区外のさいたま市の子どもたち50人が、遊びに来てくれることにな
りました。主催者は子どもたちに伝統工芸を体験させたいとの思いで企画
されたようで、私も一緒に受け入れてくれる施設を探しましたが、見つから
ず、諦めかけていた時に、市民活動団体の方からの情報で、木目込み人形
製作体験が出来ることになりました。岩槻区の市民活動ネットワークの底
力を感じさせていただきました。　＜市民活動ネットワーク 広報委員＞

　関東では、 坂東三十三札所や秩父三十四札所

の霊場と霊場を結ぶ道を巡礼道といいます。 区

内には坂東第十二番札所慈恩寺観音があり、 慈

恩寺に至る道筋は「慈恩寺道」と呼ばれています。

道の辻などには道標を刻んだ石造物が、 往時の

様子を伝えています。

巡礼道とは…
じゅんれいみち

環境にやさしい「植物油インキ」を使用しています。
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巡礼道ウォーキングマップ
岩槻の歴史を歩いて感じてみませんか？

（所要時間約３時間、全長約９km）

神社仏閣史跡巡礼道があったところ
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日　　時：6 月～ 7 月の毎週土曜日　（全 8 回）　

               １４：００～１６：００

               （第４・８回は９：１５～１２：００）

内　　容：岩槻の古代・中世・近世から現代までを学ぶ。

　　　　　①「さいたま市が誇る国指定真福寺貝塚」

　　　　　②戦国時代の岩付

　　　　　③徳川家と北の守り、岩槻城

　　　　　④現地研修（丹過町と庚申塚、愛宕神社、一里塚跡、

                  時の鐘、遷喬館）

　　　　　⑤古刹慈恩寺と玄奘三蔵

　　　　　⑥伝統工芸士の技と伝承

　　　　　⑦幻の鉄道、武州鉄道

　　　　　⑧現地研修（芳林寺、八雲神社、浄国寺、郷土資料館、

                  東玉人形博物館）

会　　場：生涯学習総合センター（シーノ大宮センター 7 階）

対象・定員：どなたでも　40 人（申し込み多数の場合抽選）

費　　用：3,000 円（受講料）

申込み・問合せ：４月 26 日締切、さいたま市民大学事務局へ

　　　　　ＴＥＬ　０４８－６４３－５６５１

　　　　　ＦＡＸ　０４８－６４８－１８６０

城下町岩槻の魅力はこれだ

日　　時： 7 月 15 日（土）・16 日（日）19：30 ～ 21：00

内　　容： 夏の夜、暗闇に明滅するホタルの飛翔は夢の世界です。

夏の風情を十二分に楽しんで下さい。そして、ホタルの

いなくなった自然にも思いを寄せて下されば幸いです。

会　　場： 岩槻城址公園第２駐車場集合

※小学生以下は保護者の同伴をお願い致します。

なお、17 日（月）には玄奘塔でも鑑賞会を行います。

問 合 せ：岩槻ホタルの会（新井）

ＴＥＬ　０９０－１２５４－２７１８

ホタル鑑賞会
日　　時： 毎月第３日曜　９：００～１３：００

内　　容： 岩槻安穏朝市で一緒に活動しませんか？気軽に

ご参加ください。

会　　場： 浄源寺大駐車場（太田 1-10-44）

対　　象：楽しんで頂ける方ならどなたでも

費　　用：無料

問 合 せ：岩槻は朝市からはじまる。の会（豊島）

ＴＥＬ　０４８－７４９－５０３０

ＦＡＸ　０４８－７４９－５０３１

出店者さんボランティアさん募集

日　　時： 7 月 30 日（日）9：00 ～

内　　容： カナディアンカヌーでのカヌー下り（景観観察、

ゴミ拾い）

会　　場： 岩槻文化公園～大戸末田須賀堰

対象・定員：小学生以上（保護者同伴）　10 グループ

費　　用：2,500 円

申込み・問合せ：元荒川をきれいにする会（布施）

TEL　０４８－７５６－０３４５

元荒川をカヌーで下ろう！！

日　　時： 岩槻まつり開催日　

　　　      ※事前練習有り

内　　容： 日本三奴の一つ「岩槻黒奴」に参加しませんか？

　　　　　詳しくは「岩槻黒奴」で検索

会　　場： 岩槻まつり会場内

対象・定員：小学生～中学生　20 人

問 合 せ：岩槻黒奴保存会（加藤）

　　　　　ＴＥＬ　０４８－７５６－３５０６

「岩槻黒奴」の行列に参加しませんか？

あなたも参加してみませんか？

みんなの活動
市民活動ネットワーク登録団体のみなさんによる、

岩槻の魅力あるまちづくりに向けた活動を紹介します！

人形のまちを創る会

元荒川に和船を浮かべ第六天神社境内でオカリナ演

奏。感謝祭は 5 月４日１３時半～、帆掛船を予定。

山吹の里づくりの会

岩槻区の花『やまぶき』の里を夢見て地道に活動し

ています。( やまぶきの剪定作業中の様子 )

2

検 索岩槻区区民会議

区民会議だより

　区民会議は原則として、すべての方に公開しています。開催日時
は区のホームページに掲載しています。また、議事録は区役所３階
情報公開コーナー、区ホームページでご覧いただけます。

区民会議は傍聴できます

  第６期区民会議では、去る 1 月 27 日、市民活

動ネットワークと交流会を実施しました。区民

会議からは「魅力ある岩槻」をテーマに話し合っ

てきた結果を報告しました。市民活動ネットワー

クからは補助金の活用事例の発表があり、岩槻

商業高校の生徒による紙芝居の実演もありまし

た。４グループに分かれての意見交換も行い、

様々な団体の活動内容を知ったり、新しいつな

がりを持つことができたよい機会となりました。

市民活動ネットワークの仲間を紹介します !!

西町青年会

問合せ :西町青年会（青木）

        ＴＥＬ　０９０－８９６３－０３９７

        ＦＡＸ　０４８－７５７－３４６６

  西町青年会では、カーブミラー清掃などのク

リーン活動や、夏には子どもまつり、年末には

夜間の見回りなど地域のためになるような活動

をしています。毎月１回程度活動をしており、

会員同士の親睦も深めています。

  団体名に「西町」とありますが、西町に住ん

でいない方でも１８歳以上（高校生不可）であ

ればどなたでも参加できます。一緒に地域のた

めに活動しませんか？皆さんの参加をお待ちし

ております。

グリーンバード開智小学校チーム
グリーンバードとは、「きれいな街は、人の

心もきれいにする」を合言葉に、全国各地で街

のおそうじ活動をしている団体です。

「グリーンバード開智小学校チーム」は、私

立開智小学校に通う小学生とその保護者、教員

を中心に、主に東岩槻から開智小学校までの通

学路のゴミ拾い活動を行っています。

小学校の関係者だけでなく、地元近隣の皆様

の参加も歓迎しております。「ゴミやタバコを

ポイ捨てしない。」と宣言すれば、誰もがグリー

ンバードのメンバーです。

問合せ：グリーンバード開智小学校チーム　

E-mail:sougoubu-koho@kaichigakuen.ed.jp

HP: http://www.greenbird.jp/team/kaichi

子どもたちと共に、ゴミ拾いをして、きれい

な岩槻の街を一緒に作りませんか。
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にも使われます。また、くわいを素揚げにし、塩
を少々振った物はおつまみになります。調理の際
は必ず芽を残して使いましょう。岩槻の柏崎、和
土、新和、川通の各地区で盛んに栽培されていま
す。

いぼ天神 ( 笹久保新田天満宮） 

知恵の神様とともに、「
い ぼ

疣」を治して下さる
「いぼ天神様」として信仰されています。

金子春方 　門人碑
大光寺 ( 長宮 ) の境内
に建つ石碑は、この地
域の近世俳諧グループ
葛飾蕉門のながれで、
会頭を務めていた金子
春方の碑です。碑の正
面に「

は く ろ

白露　二日　
じ

耳
  
じゅん

順　
らんりょう

蘭陵 
し  ょ  が

書画　蓮の実
や　飛びそこねても
にしの方」と刻まれて
います。

かねこ はるかた もんじんひ

編集後記
　最近、とっても助かったことがありました！『まちかど雛めぐり』に併せ
て、岩槻区外のさいたま市の子どもたち50人が、遊びに来てくれることにな
りました。主催者は子どもたちに伝統工芸を体験させたいとの思いで企画
されたようで、私も一緒に受け入れてくれる施設を探しましたが、見つから
ず、諦めかけていた時に、市民活動団体の方からの情報で、木目込み人形
製作体験が出来ることになりました。岩槻区の市民活動ネットワークの底
力を感じさせていただきました。　＜市民活動ネットワーク 広報委員＞

　関東では、 坂東三十三札所や秩父三十四札所

の霊場と霊場を結ぶ道を巡礼道といいます。 区

内には坂東第十二番札所慈恩寺観音があり、 慈

恩寺に至る道筋は「慈恩寺道」と呼ばれています。

道の辻などには道標を刻んだ石造物が、 往時の

様子を伝えています。

巡礼道とは…
じゅんれいみち

環境にやさしい「植物油インキ」を使用しています。
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)
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相野原の一里塚

古ヶ場の道標

上野の石仏
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子之神社

十二天神社

柳田國男の撰文碑

花積貝塚

玄奘塔

古ヶ場の道標

相野原の一里塚

柳田國男の撰文碑

上野の埋め墓

慈恩寺

上野の石仏

東岩槻 (桜山 )貝塚

巡礼道ウォーキングマップ
岩槻の歴史を歩いて感じてみませんか？

（所要時間約３時間、全長約９km）

神社仏閣史跡巡礼道があったところ

じゅんれいみち
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東岩槻（桜山）貝塚

東岩槻小学校
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