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多久町の概要と歴史文化 

多久町は、市の南側中央部にあり、古くから領主の城や屋敷がおかれた政治、文化の中心であった。

文化財としては、東の原に置かれた多久聖廟を中心に多くの指定・登録文化財がある。近世には伊万里

往還が東西に通っており、かつての往還道の線形を残している。牛津川南側の平地には古くからの町並

みが残っており、その町割りは絵図の名残を色濃く残している。 

多久町              面積：16.8km2  人口：2,888 人（H29 年）行政区数：15 

指定文化財 主なイベント・祭り 郷土芸能 

1 国)多久聖廟 附聖龕 2 肥前陶器窯跡  

4県) 若宮八幡宮神殿 8 山崎経塚出土品 

9多久家資料及び後藤家文書 11立葵蒔絵螺

鈿箏 13 多久聖廟釈菜 14保四郎窯跡  

19 市) 石製先家君自安先生墓誌 22 少弐政

資・資元の墓 25西の原大明神一字一石経一

括資料 32 青銅造孔子像 34 木造阿弥陀如

来坐像 39 青銅製雲版 44 若宮八幡宮の三

本杉 45専称寺の大つつじ   

47 国登録) 寒鶯亭 

桜の花見（西の原西渓公園） 

聖廟春季釈菜 聖廟秋季釈菜（東の原） 

専称寺大つつじ（東の原） 

聖光寺二千年ハス（東の原） 

諸田賢順を偲ぶ会（東の原）  

孔子祭り（東の原） 

孔子の紅葉祭り（西の原～東の原） 

聖廟お火焚き（東の原） 

ヤーホーハイ 

（東の原・西の原） 

鍬踊り（東の原・西の原） 

女相撲甚句踊（岡）  

伝説 航空写真（平成 10 年）浦町・西町・東町・西の原・東の原・撰分 

鬼の鼻伝説（中野） 紫折峠（桐野・岡）  

兵糧小路 李参平伝説（西の原） 多久聖廟

と龍（東の原） 林姫哀話（西の原・石州分） 

 

石造物 

恵比須像 大黒天像  

中央神石祠 八天狗社石祠 道祖神石殿 

金毘羅大権現石祠 金比羅神社石祠 

天満宮石祠 厳島神社石祠 黒髪権現石祠 

妙見大菩薩石祠 諏訪大明神石祠 

淡島大明神石祠 山神石祠 

浮彫弁財天舟形塔 水天宮塔 三十番神塔 

西乃宮大明神塔 中央塔 中央大日如来塔 

刻像弁財天塔 名号塔 青面金剛塔 

妙見大菩薩像塔 猿田彦大神塔 

天照皇太神宮塔 宝篋印塔 三界万霊塔 

毘沙門天浮彫像塔 真言十三仏 

道祖神社石殿 石敢當 板碑道祖神 

兵糧小路舊跡碑 大宝聖林碑 多久茂族碑 

斗南隺田君碑 草場佩川生誕地碑 

灯籠 折衷型鳥居 水盤 番号石 他 

神社 寺院 

栗山権現社 多久八幡神社 多久神社 天徳天神  

西ノ原大明神 岡妙見社 高松社 七面神社  

熊野権現社 石州分妙見社 三吉神社 

瑞応寺 聖光寺 専称寺 万福寺 等覚寺 顕証寺 地福寺 

堂 社 

大日堂 毘沙門堂 山廉薬師堂 山手観音堂 

イボ地蔵さん 観音堂 不動堂 撰分観音堂 

西山観音堂 西山番神堂 松山地蔵堂 大師堂 

黒髪権現 下川権現社 伊勢講祠さん 道祖神社 

浦町天満宮 天満宮 吉丸弁財天社  
 

祭り 行事 

兵糧小路祭り 宝満祭り 弁財天祭り 八天祭り 

厄神さん祭り 観音さん祭り 宝満宮祭り 風祭り 

八天さん祭り 宝満神社祭 ふれあい夏祭り  

子供みこし祭り 

もぐら打ち お火焚き 彼岸籠り 岡相撲踊 さなぼり 

おくんち 江隅墓地無縁仏供養 シメ縄作り 田植え籠り 
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資料 2-26 多久町の指定・登録文化財 
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写真 2-72 西多久町宿の民家群 写真 2-73 尾崎地蔵堂（西多久町谷）

西多久町の概要と歴史文化 

西多久町は、平地が少なく、伊万里往還が東西に走り、女山峠を境に武雄市と隣接している。山間部

の谷あいには多くの棚田が形成され、往還道沿いの古い街道集落と山村集落の景観を見ることができる。 

西多久町（大字板屋）       面積：19.1km2  人口：1,041 人（H29 年）行政区数：15 

指定文化財 主なイベント・祭り 郷土芸能 

2 国)川打家住宅 

17市)正善寺の紙本着色仏涅槃図 27島原の

乱女山多久家戦死者供養碑 28 龍造寺長信

の逆修供養塔 29 円通寺の逆修六地蔵  

30 藤川内の観音講石祠 35 大応山円通寺山

門木額 38森家住宅 46正蔵寺のまき 

七郎神社祇園祭（板屋）  

西多久ふれあい祭り（板屋） 

太鼓浮立（白仁田） 

  

伝説 航空写真（平成 10 年）板屋・宿・藤川内・道祖元 

林姫哀話（藤川内）  

女山の女盗賊（山口・平古場） 
 

石造物 

恵比須像 大黒天像 西国三十三所観音像 

薬師如来像 

弁財天石祠 八大龍神石祠 船山霊神石祠 

八幡大神宮石祠 天満宮石祠 宝満社石祠 

摩利支尊天石祠 疫神石祠 風大明石祠 

龍王石祠 八幡大神社石祠 大日如来石祠 

地神塔 地主大明神塔 五穀神五角柱塔 

中央塔 山神宮塔 船山霊神塔 五穀神塔 

穀神乃主塔 逆修供養塔 

天照皇両太神宮塔 読誦塔 三界万霊塔 

地蔵菩薩塔 六地蔵塔 慈眼視衆生観音塔  

天照皇太神宮碑 

灯籠 肥前狛犬 丁石 他 
神社 

藤川内天満宮 七郎神社 鈴鹿神社 平野

熊野権現社 

寺院 

円通寺 正蔵寺 正善寺 

堂 社 

薬師堂 野間口薬師堂 船山観音堂 二重観音堂 大日堂 

備後・山古場地蔵菩薩堂 松葉地蔵堂  観音堂（6）  

杉馬場地蔵堂 山口観音堂 大師堂（3）山下権現社 

剖石権現社 竹臺社 疫神社 熊野権現社 太神宮 

毘沙門様 

祭り 行事 

弁財天祭り 天神祭り 八大龍王祭り 村祈祷・祇園祭り 

社日 五穀神祭り 風祭り 五穀神さん 村祭り  

風神様祭り 他 

鬼火焚き もぐら打ち さなぼりさん 彼岸 お日待 

お茶講 二百十日風籠り 神待ち 村祈祷と新年会 

神待ち透夜 風籠り お大師さん茶講 うどん打ち 

宮地嶽供日 つくりあがり籠り 風待ち通夜 他 

 

 

 

 

 

 

 

 


