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（２）各町の歴史文化の現況 

 

東多久町の概要と歴史文化 

東多久町は市の東側にあり、小城市に接している。多久盆地の東の切れ目であり、古くから佐賀への

通行口となっている場所である。長崎街道から分かれた唐津往還がさらに、伊万里往還と分岐する場所

で古来より交通の要衝であり、現在も国道や県道、ＪＲ唐津線が通っている。 

東多久町    （大字別府・大字納所） 面積：16.2km2 人口：4,767 人（H29 年）行政区数：28  

指定文化財 主なイベント・祭り 郷土芸能 

3 国)肥前佐賀の酒造用具 16 市)渋木の石造

六地蔵 21 銅製鰐口 23 島原の乱戦死者供

養碑 26 両子神社の肥前鳥居 36 内行花文

鏡 40 百万遍念仏塔 42 古賀山１号古墳 

48 国登録)木下家住宅 主屋、離れ、つなぎ屋 

桜の花見（岩屋山渓桜公園） 

八幡神社秋季例祭（別府二区） 

両子神社祭り（平林）  

 

太鼓浮立（北坊・大門・平林・裏納所） 

鉦浮立（大畑） 

面浮立（別府一区・平合）  

銭太鼓（平林）  

女相撲甚句踊（大畑） 

伝説 航空写真（平成 10 年）別府地区・羽佐間・古賀地区・平和町 

百合稚伝説と鬼神社（仁位所）  

曽我兄弟の供養塔と虎御前（渋木）  

太閤の腰掛水（古賀二区） 

 

石造物 

恵比須像 聖徳太子像 大黒天像 宇賀神像   

弾丸除観音像 観世音菩薩像 奉納馬像 

新四国八十八ヵ所地蔵菩薩像  地神石塔  

新四国八十八ヵ所不動明王像  

天神丸彫坐像石祠 猪像 沖大明神石祠 

天山宮石祠 宝満社石祠 弁財天石祠 

龍王三蛇石祠 山王社石祠 石原空照師像 

金毘羅大権現石祠 白山大権現石祠 宝塔 

稲荷社石祠 二十三夜石祠 読涌塔 鳥居 

大日如来石祠 四仏塔 宇佐八幡神社塔 

粟嶋大明神割石塔 板碑 木花開耶姫命塔 

題目塔 刻像大黒天塔 

太良嶽大権現石塔 力石 文字蛭子塔 

諏訪大明神塔 百万編念仏塔 一字一石塔 

子安観音塔 南無観世音菩薩塔 

馬頭観世音塔 西国三十三所観音の諸仏 

六地蔵塔 三十番神塔 真言十三仏 灯籠 

石敢當  耕地整理記念碑 二十三夜塔 他 

神社 寺院 

両子神社 松瀬天満宮 渋木妙見社 鬼神社 

皆木天神社 別府八幡神社 羽佐間妙見社  
常応寺 清心寺 真宗寺 高徳寺(廃) 本覚寺 

通玄院  虎渓寺 妙海寺 宝蔵寺 

堂 社 

観音堂（4）大通院観音堂 不動堂 大師堂 地蔵堂 

本覚寺跡観音堂 別府三区観音堂 古賀山観音堂 

別府山観音堂 川西観音堂 桜木観音堂 

天満宮 合六天満宮 八天宮 天山神社 番神社 

下天神社 天神宮 秋葉神社 白子円稲荷社 弁財天堂 

山王権現社 熊野権現社 稲荷堂 

祭り 80件 行事 44件 

宝満社祭 大般若さん祭り 恵比寿祭り 春の祈願祭 

六体地蔵尊祭 水神祭り 風祭り ムラ祭り 壱日祭り 

薬師寺祭り 地蔵さん祭 彼岸祭り  十三日祭り  

大黒天祭り 弁財天祭り 鬼子母神祭り 龍王さん祭り 

ぼんたん祭り 満手餅祭り  天山社祭り  巳て祭り 

むつごろう夏祭り 阿弥陀様祭 風通夜祭 

もぐら打ち 灯篭付け 村祈祷 風籠り 鬼火焚き  

さなぼり 彼岸籠り 権現さんお籠り 宝満さんお籠り 

花煎り 天山さん籠り 風通夜 お供日 

両子神社供日 風籠り灯夜 風透夜  

 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料 2-24 東多久町の指定・登録文化財 
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南多久町の概要と歴史文化 

南多久町は、多久盆地の南縁を形成し、多久町と東多久町の間に位置する場所にあり、盆地中央には

平坦な農地が広がり、山間部の北向き斜面には谷筋にそって棚田が連なる山村の景観がある。 

南多久町（大字下多久・大字長尾・大字花祭） 面積：17.5km2 人口：2,847 人（H29 年）行政区数：17 

指定文化財 主なイベント・祭り 郷土芸能 

10 県)両界曼荼羅図 12 牟田辺遺跡甕棺墓出

土遺物 18 市) 前多久家石造供養塔 20 高

野神社石造肥前鳥居 24 諫早憤 31 妙覚寺

の刻像青面金剛石祠 43皇塔 

高野神社春祭り・秋祭り（西ノ谷） 

熱田神社祭り（春・秋）（平原）  

ふいご祭り（花祭） 

太鼓浮立（桐野） 

 

伝説 航空写真（平成 10 年）西ノ谷・庄・牟田辺・桐野 

多久太郎宗直と陣内城 

（高野神社・妙覚寺・延寿寺）  

荒谷万吾と源太の力比べ（谷下・牟田辺） 

孝子吉之助と目達原仇討ち（瓦川内） 

 

石造物 

恵比須像 大黒天像 多々良観音堂猿像  

六体地蔵像 三十三観世音菩薩像  

奉納牛像 新四国八十八ヵ所観世音菩薩像 

新四国八十八ヵ所の諸仏像 弁財天石祠 

菅公像石祠 金毘羅社石祠 稲荷社石祠 

妙見大菩薩石祠 宮地嶽三柱神石祠 

秋葉神社石祠 天満宮石祠 愛宕神社石祠 

天山宮石祠  蚕神社石祠  太神宮石祠  

多聞天王塔 妙見大菩薩像塔 毘沙門天像塔 

六地蔵塔 層塔 庚申塔 庚申六地蔵塔 

観音講塔 大日如来像日待塔 五輪塔 

百万遍念仏塔 一字一石塔 三界万霊塔 

道標 七地蔵塔 天満宮石殿 山王社石殿 

名号塔 

天照皇太神宮碑 農会設立五十年記念碑 

伊勢講碑 明神鳥居 庚申石憧 石橋 他 

神社 寺院 

西山天満宮 熱田神社 高野神社 印鑰社  

中小路天満宮 牟田辺太神宮  

大梅寺 覚円寺 福聚寺 延寿寺 長生寺 

妙覚寺 龍照寺 

堂 社 

薬師堂 天ヶ瀬地蔵堂 多々良観音堂 文殊堂  

感応寺観音堂 なきびすさん 観音堂（3） 大師堂（2） 

片桐大師堂  

八龍神社 柳内熊野権現社 多峯権現社 

日吉山王権現社 白山権現社 天満宮 太神宮 
 

祭り 行事 

風祭り ナマス祭り 水の出口弁財天祭り 風通夜祭 

厄神さん祭り 12月 15日祭り 大神宮祭り ムラ祭り 

初祭り 二十五日祭り 地蔵さん祭り 宝満さん祭り 

弁財天祭り 勘太郎慰霊祭 弁財さん祭り巳て祭り 

大黒さん祭り 天神さん祭り 

花煎り十五日 彼岸 村祈祷 お諏訪さん参り さなぼり 

彼岸籠り 地蔵さん祇園 もぐら打ち 鬼火焚き 豆茶籠 

彼岸道作り 春酒盛り 風籠り 大般若さん 虫祈祷  

お茶や 秋の彼岸籠り 
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資料 2-25 南多久町の指定・登録文化財 


