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3002002 三郷村誌中田育成資料【　資料群： 】

文化・教育

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

116 教育関係諸団体10

4-9 三郷郷土研究会石仏・石碑研究会名
簿

紙 計１８名名簿（氏名・住所・地区・電話
番号）

文化・教育

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

116 社会教育4

3-1 平成２０ 2008 三郷心のふるさと　３冊（宮島佳敬講
座資料）

宮島佳敬 冊子 B４カラーコピー８枚二つ折り１冊・同
改訂版１冊（１～１３ページ）、B４カ
ラーコピー５枚二つ折り１冊（１３～２４
ページ）。

3-2 平成１８・
９・２１

2006 諏訪の文化財を訪ねて（宮島佳敬講
座資料）

宮島佳敬 冊子 B４コピー５枚二つ折り冊子。　1諏訪
の略年表　2諏訪大社と諏訪氏　3高
島城　4臨江山温泉寺　5仏法紹隆寺
　6尖石縄文考古館　7八ヶ岳美術館

3-3 平成１８・
９・５

2006 埼玉の文化財（宮島佳敬講座資料） 宮島佳敬 冊子 B４コピー５枚二つ折り冊子。　１行政
区分　2忍城址と行田市郷土博物館
　3埼玉古墳群と県立さきたま史跡の
博物館

3-4 平成１８・
１０・２１

2006 仁科氏の文化を訪ねて（宮島佳敬講
座資料）

宮島佳敬 冊子 Ｂ４コピー４枚二つ折り冊子。　1「仁
科」の里　2仁科氏　　観松院・仁科神
明宮・盛蓮寺・天正寺・若一王子神
社・覚音寺

3-5 平成１９・
５・１９

2007 三郷の仏像　２冊（宮島佳敬講座資
料）

宮島佳敬 冊子 B４カラーコピー５枚二つ折り冊子、同
じもの２冊。一方に朱書き込みあり。
　1所在　2大きさ　3種別　4造立年代
　５仏像の理解と課題　

3-6 平成１９・
７・１０

2007 大山・足柄・箱根の文化財（宮島佳敬
講座資料）

宮島佳敬 冊子 B４カラーコピー６枚二つ折り冊子。1
山岳信仰　2庶民信仰　3見学地
（比々多神社・阿夫利神社・日向薬
師・浄発願寺・最乗寺・玉宝寺・石仏

3-7 平成１９・
９・５

2007 三郷の仏像（宮島佳敬講座資料） 宮島佳敬 冊子 B４カラーコピー５枚二つ折り冊子。　１
所在　2大きさ　3種別　4時代　5注目
したい仏像　

3-8 三郷の石造文化財（宮島佳敬講座資
料）

宮島佳敬 冊子 調査研究例参考資料　B４コピー３枚
二つ折り冊子。　
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文化・教育

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

116 社会教育4

3-9 平成１９・
１０・１８

2007 三郷の仏像めぐり（宮島佳敬講座資
料）

宮島佳敬 冊子 B４コピー６枚二つ折り冊子、同じもの
２冊。一方に赤・青ペンの書き込みあ
り。　1浄心寺　2平福寺　3真光寺　4
一日市場観音堂

3-10 平成２０・
１・１５

2008 「松本平の神仏展」をめぐって　２冊
（宮島佳敬講座資料）

松本地域文化財連絡
協議会　長野県文化
財保護協会理事宮島
佳敬

冊子 B４コピー３枚二つ折り２冊（一方に講
座の新聞記事あり）、Ｂ4カラーコピー１
枚二つ折りチラシ

3-11 平成２０・
７・１

2008 大和路の文化財　資料付(宮島佳敬
講座資料）

松本市地域文化財連
絡協議会　宮島佳敬

紙 研修下見４月８日～９日、本研修７月
１日～２日。1談山神社　2聖林寺　3阿
倍文殊院　4長谷寺　5室生寺

3-12 平成２０・
６・４

2008 仏像と祈り　（宮島佳敬講座資料） 宮島佳敬 冊子 波田町仏像講座①　Ｂ４コピー６枚二
つ折り冊子。　1歴史上価値の高いも
の　2芸術上価値の高いもの　形と相
　3信仰上ふさわしいもの。　筑北村筑
北岩厳寺仁熊堂の大日如来座像　外

3-13 平成２０・
６・１４

2008 四賀・明科の仏像めぐり（宮島佳敬講
座資料）

宮島佳敬 冊子 波田町仏像講座②　B４コピー３枚二
つ折り冊子。　四賀の主要寺院と文化
財　明科の主要寺院と仏像

3-14 平成２１・
１・２５

2009 資料　「山国の仏像№１」「信濃国水沢
山若澤寺一山之略絵図」（宮島佳敬
講座資料）

宮島佳敬 紙 仏像の写真５体外１枚、信濃国水沢
山若澤寺一山之略絵図１枚　計２枚

3-15 三郷現在の寺社と主要仏像（宮島佳
敬講座資料）

宮島佳敬 綴 「南安寺院・堂・山寺仏像写真集　仏
教改編」　真光寺・慈光院・観音堂・歓
喜寺・熊野神社・観音堂・観音堂・薬
師堂・地蔵堂・平福寺・瑠璃光寺・弘
徳院・地蔵堂・阿弥陀堂・銀杏堂・生
善寺・善福寺・浄心寺・薬師堂・阿弥
陀堂の２０箇所についての仏像一覧
表

3-16 石造文化財（宮島佳敬講座資料） 宮島佳敬 綴 B４印刷１０枚の綴り（朱書き入り）１
冊、及び同二つ折り冊子２冊。　１石
造文化財の定義、2石造文化財の調
査と活用、3石造物の文化財指定、4
石造文化財の種類、尊像種字

4-2 廃寺になった寺院（石仏・石碑G資料） 紙 書籍の写し。金峯山泉光寺（南小倉）
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文化・教育

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

116 社会教育4

4-3 平成２１・７ 2009 観音札所供養塔実地研修チラシ（石
仏・石碑G資料）

三郷郷土研究会石
仏・石碑研究グルー
プ

紙 ①与一右衛門堰取入口（現　務臺亥
久雄宅玄関前）、②巾下　奉納西国
四国国鉄秩父坂東供養塔、③瑠璃光
寺　奉納秩父坂東西国百番供養（弥
陀種字付）

4-4 平成２２ 2010 二十二年度活動報告・活動結果・次
年度活動計画（２部）

石仏・石碑グループ 綴 北小倉血取原馬頭観音調査、八幡宮
馬頭観音調査、南小倉つくれ原、南
小倉羽子沢、東小倉松澤重十郎氏り
んご圃場内、野沢三角原

4-5 （調査対象地図）　（石仏・石碑G資料） 石仏・石碑グループ 絵図・地図 拾ヶ堰南部住吉公園から開運堂周辺

4-6 平成２３ 2011 調査計画（石仏・石碑G資料） 三郷郷土研究会　石
仏・石碑グループ

紙 北小倉・南小倉・東小倉・野沢地区に
引き続き三郷地域内の馬頭観音につ
いて悉皆調査を目指す

4-7 観音札所供養塔実地研修まとめ　２部
（石仏・石碑G資料）

三郷郷土研究会　石
仏・石碑研究グルー
プ

綴 南小倉泉光寺、北小倉浄心寺、野沢
与一右衛門堰取入口・巾下奉納西国
四国秩父坂東供養塔・瑠璃光寺奉納
秩父坂東西国百番供養、楡聖観音菩
薩像外、住吉生善寺、中萱如意輪観
音外、及木百番供養　外

5-2 平成２０・
１０

2008 私の仏様との出逢い（宮島佳敬資料） 宮島佳敬 冊子 Ｂ４カラーコピー二つ折り冊子。風景
や仏像の写真に自身の詩や文章等を
添えた美しい小冊子。

5-3 観世音菩薩信仰　２枚（宮島佳敬資
料）

宮島佳敬 紙 観世音菩薩の「いわれ」「存在」「霊
験」「変化」「種子」「形態」の６項目に
ついての解説書

5-4 平成20・
１１・１５

2008 塩田の旅たより　仏像　塔・他　（宮島
佳敬資料）

宮島佳敬 紙 1仏像編　２塔・他編の各１枚。B４判カ
ラーコピー印刷で二つ折りしたもの。
文中に「都合で参加できなかった人の
ためにもと思い編集しました。」と書き
添えあり。

5-5 書籍「石仏入門」（複写）　（宮島佳敬
資料）

日下部朝一郎著　国
書刊行会

綴 同書籍のP190～P215（宝篋印塔（ホウ
キョウイントウ）について）、P254～
P259（各部時代別の見方）、巻末の
P286～P287の写しを綴ったもの。

文化・教育

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

116 文化財6
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文化・教育

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

116 文化財6

1 平成１８ 2006 三郷仏像調査報告書集　２００６～
２００７

宮島佳敬、曽根原孝
和、中田育成、外

冊子 真光寺・観音堂・慈光院・地蔵堂・小
御堂・薬師堂・西中萱観音堂・熊野神
社・歓喜寺・下中萱観音堂・弘徳院・
瑠璃光院・平福寺・旧阿弥陀堂・阿弥
陀堂・阿弥陀院・銀杏堂・旧生善寺・
旧善福寺・浄心院・南小倉薬師堂・南
小倉阿弥陀堂・大日堂

2 歴史編上巻掲載写真　７枚 中田育成 写真

4-1 平成２０・
４・１９

2008 江戸中期寺子屋温知堂のしおり　２部
（石仏・石碑G資料）

務臺亥久雄 紙 「務臺伴語頌徳碑」の移転と「由来碑」
の建立について　　與市右エ門景邦
翁の「西国四国坂東秩父巡礼供養
塔」とその「由来碑」について

4-8 琴平宮百体観音調査（石仏・石碑G資
料）

石仏・石碑グループ 紙 百体観音について一体ずつ、位置・
名称・番号・銘・高さ・幅・西国坂東秩
父の別を表にしたもの

5-1 平成２０・
７・１９

2008 平福寺の石造文化財（2）　２部（宮島
佳敬資料）

宮島佳敬 紙 1百体観音、2観音供養塔、3念仏供
養、4地蔵信仰、5庚申信仰

4/4 ページ 安曇野市　教育委員会


