
多久の主な地域資源 
 

 

人物（多久に関係する人、過去～現在） 文化財、史跡、天然記念物 
孔子 
四配（顔子、曽子、子思子、孟子） 
多久太郎宗直 
龍造寺長信 
多久安順（やすとし） 
諸田賢順 
千鶴 
武富咸亮 
李参平（金ケ江三兵衛） 
 
 
 
 
 
河浪道忠（1634～1719） 
鶴田 精（1643～1731） 
多久安成（1648～1737） 
尾形惟重（1657～1736） 
多久茂文（1669～1711） 
河浪道義（1672～1734） 
原 浄忠（1685～1765） 
原  五（1715～1769） 
尾形惟民（1724～1805） 
石丸良幹（1734～1812） 
石井 有（1744～1790） 
徳永 恒（1752～1836） 
深江順房（1771～1848） 
草場 韡（1787～1867） 
鶴田 斌（1799～1881） 
西  賛（1802～1857） 
澤井 咸（1809～1884） 
徳永 彰（1816～1900） 
草場 廉（1818～1887）   
深江順暢（1826～1893） 
徳永 鉉（1827～1920） 
蒲原政標（1829～1916） 
馬場 亨（1829～1894） 
須藤忠模（1830～1889） 
田上綽俊（1831～1893） 
柴田文芳（1831～1902） 
石井忠亮（1832～1907） 
吉井皣 （1833～1902） 
鶴田 晧（1834～1888） 
相浦宗惟（1835～1909） 
副島本格（1838～1880） 
梶尾 清（1839～1909） 
福地隆春（1840～1917） 
光吉文龍（1840～1920） 
鳥越剛撲（1844～1919） 
古賀静修（1845～1896） 
鶴田 暢（1848～1903） 
大塚良一（1849～1880） 
徳永 坦（1849～1928） 
高取伊好（1850～1927） 
飯盛挺造（1851～1916） 
志田林三郎（1855～1892） 
草場 謹（1858～1933） 
尾形善忠（1867～1942） 
大塚巳一（1869～1950） 
 
 
 

【多久町聖廟周辺】 
◎多久市の重要文化財 
  ①カササギ生誕地        （国 天然記念物 佐賀県） 
  ②両界曼荼羅図         （県 重要文化財 県立博物館） 
 （多久町） 
  ①多久聖廟附聖がん       （国 重要文化財 聖廟内） 

②多久聖廟           （国 史跡） 
③肥前陶器窯跡         （国 史跡 西の原） 

  ④多久市西渓公園寒鶯亭     （国 登録文化財） 
⑤多久聖廟釈菜         （県 重要無形民俗文化財 聖廟内） 
⑥立葵蒔絵螺鈿筝        （県 重要文化財 資料館内） 
⑦若宮八幡宮神殿        （県 重要文化財 八幡宮内） 
⑧多久家資料及び後藤家文書   （県 重要文化財 資料館内） 
⑨保四郎窯跡          （県 史跡    道祖元） 
⑩牟田辺遺跡甕棺墓出土遺物   （県 重要文化財 資料館） 
⑪青銅造孔子像         （市 重要文化財 聖廟内） 
⑫若宮八幡宮三本杉       （市 天然記念物 八幡宮内） 
⑬先家君自安先生墓誌      （市 重要文化財 資料館内） 
⑭内行花文鏡          （市 重要文化財 資料館内） 
⑮大工田６号古墳出土遺物一括  （市 重要文化財 資料館内） 
⑯少弐政資・資元の墓      （市 重要文化財 専称寺内） 
⑰西の原大明神一字一石経一括資料（市 重要文化財 等覚寺内） 
⑱木造阿弥陀如来座像      （市 重要文化財 専称寺内） 
⑲専称寺大ツツジ        （市 天然記念物 専称寺内） 

 （西多久町） 
①川打家住宅          （国 重要文化財 板屋） 
②森家住宅           （市 重要文化財 板屋） 
③紙本着色仏涅槃図       （市 重要文化財 谷 正善寺） 
④島原の乱戦死者女山多久家供養碑（市 重要文化財 谷 正善寺） 
⑤龍造寺長信の逆修供養塔    （市 重要文化財 藤川内 円通寺） 
⑥逆修六地蔵          （市 重要文化財 藤川内 円通寺） 
⑦大応山園通寺山門額      （市 重要文化財 藤川内 円通寺） 
⑧藤川内の観音講石祠      （市 重要文化財 藤川内内） 
⑨正蔵寺のまき         （市 重要文化財 板屋 正蔵寺） 

 （北多久町） 
  ①球状閃緑岩          （県 天然記念物 相の浦権現社内） 
  ②諸田賢順の墓         （市 重要文化財 小侍） 
 （東多久町） 
  ①肥前佐賀の酒造用具      （国 重要有形民俗文化財 大平庵） 
  ②渋木の石造六地蔵       （市 重要文化財 渋木） 
  ③妙海寺の胴製鰐口       （市 重要文化財 仁位所 妙海寺） 
  ④島原の乱戦死者供養碑    （市 重要文化財 別府ニ区 通玄院） 
  ⑤両子神社肥前鳥居       （市 重要文化財 平林 両子神社） 
  ⑥古賀山一号古墳        （市 史跡 古賀二区西） 
 （南多久町）  

①前多久家石造供養塔      （市 重要文化財 庄  延寿寺） 
  ②高野神社石造肥前鳥居     （市 重要文化財 西の谷 高野神社） 
  ③諫早墳            （市 重要文化財 桐野 妙覚寺） 
  ④妙覚寺の刻像青面金剛石祠   （市 重要文化財 桐野 妙覚寺） 
  ⑤皇塔             （市 史跡 桐野） 

丹邱の里 14 号 
多久の先覚者並びに関係深

い学者たちの生涯一覧より 

○多久太郎宗直 
  前多久の始祖 
○龍造寺長信 
  後多久の始祖 
  多久家の初代領主安順の父。 
○多久安順 
  多久家の初代領主。 
○諸田賢順（1534～1623） 
  筑紫箏の創始者。龍造寺長信の招きで

多久に移り住む。 
○千鶴 
  佐賀初代藩主鍋島勝茂の姉で多久安順

の妻。筑紫箏の名手。賢順の弟子。千

鶴の箏の音色の素晴らしさに天皇は

「鳳凰」と名づけた。 
○武富咸亮 
  朱子学者で多久聖廟の設計監督者。 
○李参平（1579～1655） 

有田焼の陶祖。多久の西の原、山口、

藤川内で焼き物を焼くが満足できず。

その後有田で成功。 
○河浪道忠（号は「自安」）（1634～1719） 

元医師。茂文の願いで学問所(後の東原

庠舎)の初代教授となる。 
○多久茂文（1669～1711） 

多久家の 4 代領主。東原庠舎、聖廟を

建設。聖廟建設の思いを「文廟記」に

記す。 
○深江順房（1771～1848） 

多久家の家臣。生涯をかけ多久の地誌

「丹邱邑誌」を編纂。 
「丹邱の里多久」の由来。 

○草場韡（あきら。号は「佩川（はいせん）」。 
   藩校弘道館教授・教授として佐賀の七 

賢人等の人材を育てた。武芸・詩歌・ 
絵画などにも優れていた。 

○鶴田晧（号は「斗南」）（1834～1888） 
高取伊好の兄。日本の刑法を草案。商

法などの近代法編纂にも携わった。 
○高取伊好（号は「西渓」）（1850～1927） 

鶴田斗南の弟。工部省鉱山寮で鉱山学

を学び、後に高取鉱業株式会社を創立。

炭鉱王と呼ばれた。西渓公園、寒鶯亭、

図書館等を多久村に寄付。法名に「開

物成務」を入れた。 
○飯盛挺造（1851～1916） 

東京大学医科助教授に任じられる。

「物理学」を著述。ドイツ・フライブ

ルグ大学に留学し微量天秤で学位を

受けた。 
○志田林三郎（1855～1892） 

東京工学寮で電信学を修め英国グラス

ゴー大学に留学。最優秀論文賞を受賞。

帰国後工部大学教授、通信省工務局次

長を務めた。日本初の工学博士。電気

学会の創設者。 

長谷川町子 
多久の郷土史家 
市民・地元の人 
多久出身で各分野において活躍している人 



 

 
 

 
多 久 の 伝 説 

町  名  町  名  
東多久町 百合稚伝説と鬼神社 

曾我兄弟の供養等と虎御前 
太閤の腰掛け水 
赤子谷の赤子伝説（渋木） 
阿蘇惟直と姫御前（渋木） 
秀吉と別府の盆綱引き（別府） 

多久町 
 

鬼の鼻山伝説 
柴折峠 
兵糧小路 
李参平伝説 
多久聖廟と龍 
林姫伝説 
神功皇后と陣ノ辻（石州分） 
核割梅と血曳石（東の原） 
白米城（東の原～西の原） 

西多久町 女山の女盗賊 
 

南多久町 鎮西八幡為朝の矢の根石 
多久太郎宗直と陣内城 
荒谷万吾と源太の力比べ 
孝子吉之助と目達原仇討ち 
多久太郎宗直と朝比奈三郎の相撲（庄） 
天ケ瀬の地名（天ケ瀬） 
片桐且元の落人伝説（大野） 
荒谷万吾と高野神社前の飛び石（西の谷） 

北多久町 松浦小夜姫と長者原 
鎮西八郎為朝とお伝塚 
太閤秀吉と腹巻坂・茶屋原 
相の浦の姥捨山（相の浦） 
太閤の水（横柴折） 
 

 
  
 
 
 
 

イベント、伝統芸能 
◎主なイベント 
  七草がゆ会（1 月上旬） 
  もぐら打ち（1/14） 
  桜の花見(西渓公園、中央公園、岩屋山渓桜公園) 

（3 月下旬～） 
  聖廟春季釈菜（4/18） 
  高野神社春祭り（4/18） 
  熱田神社祭り（4/21） 
  専称寺大つつじの見頃（6 月 10 日前後） 
  聖光寺二千年ハスの見頃（6 月下旬～7 月中旬） 

諸田賢順を偲ぶ会（7/13） 
砂原二十三夜祭（7/23） 
多久山笠（8/15、16） 
岸川盆綱引き（8/15…2 年に 1 回） 
七郎神社祇園祭（9/15） 
天山記念碑祭（9/19） 
八幡神社秋季例祭（9/23） 

  聖廟秋季釈菜（10 月第 4 日曜日） 
孔子祭り（10 月第 4 日曜日） 
高野神社秋祭り(10/18) 
両子神社祭り（10/19） 
熱田神社祭り（10/21） 
多久祭り（11 月） 
西多久町ふれあい祭り（11 月第 2 日曜日） 
全国論語カルタ大会（11 月） 
孔子の里紅葉まつり（西渓公園～聖廟）(11 月中旬～) 
ふいご祭り（12 月第 2 土曜日） 

  聖廟お火焚き（12/31～元旦） 
その他地区行事 

◎中国からの導入芸能（伝承芸能等）   
  楊琴(中国古典芸能)…平成元年が多久での最初の演奏 
  腰鼓(平成 3 年秋の釈菜…第 1 回孔子祭のおり東部中、東部小が披露。現在は中部小児童

が披露) 
  獅子舞(導入は平成 5 年。衣装は吉林省より) 
  釈菜の舞(曲阜との友好都市締結による導入。平成 7 年秋の釈菜で初めて披露) 
  太極拳(平成 8 年秋から披露) 
  花棒舞(平成 10 年から指導開始) 
◎郷土芸能 
 1 浮立 
  ①弥奉拝（ヤーホーハイ）…二代領主茂辰 島原の乱の凱旋祝い 
  ②西多久町太鼓浮立…能楽の囃子を思わせる荘重なもの 
   北坊太鼓浮立…娯楽的要素の強いもの 
   大門太鼓浮立 
   平林、裏納所地区 
   桐野 
  ③鉦浮立 
   大畑地区(昭和 59 年復活) 
  ④面浮立  
   別府一区面浮立…10 月の第 3 日曜日(おくんち)に八幡神社、秋葉神社  
   平合面浮立(全員女性)…おくんちに両子神社に奉納 
 2 祝福芸能 
  ①銭太鼓(多久には昭和天皇の御大典を祝福する記念行事として導入されたものが多い) 
   平林…銭太鼓 
   申川内…綾竹踊 
  ②餅つき踊り(大正末期に仁位所の人々が出雲大社参りで見た餅つき踊を土地にあうよう

に改良したものが伝承されている) 
   石州分(大正 9 年に多久公園と公会堂を寄付した高取伊好の銅像の除幕式のときの出し

物として婦人会で踊ったのが最初) 
   仁位所 
  ③相撲甚句 
   岸川、大畑、岡 

※岡地区では大正末期に伝わった。大正 15 年 4 月 18 日に多久龍三郎が梶峰神社（現多 
久神社）に結婚報告のため帰郷したおりに余興として岸川から指導を受けて披露 

  ④鍬踊り 
   東の原…昭和 52 年に復活(祝儀のときに披露) 



 
多久の神社仏閣（神社 42、寺院 31） 

東多久町 南多久町 多久町 西多久町 北多久町 
【神社】7 【神社】6 【神社】11 【神社】4 【神社】14 

①両子神社(平林) ①西山天満宮(西山) ①栗山権現社(下鶴) ①藤川内天満宮(藤川内) ①飯盛神社(相の浦) 
②松瀬天満宮(松瀬) ②熱田神社(平原) ②多久八幡神社(東の原) ②七郎神社(板屋) ②岸川熊野権現社(岸川) 
③渋木妙見社(渋木) ③高野神社(西の谷) ③多久神社(西の原) ③鈴鹿神社(谷) ③四下厳島社(四下) 
④皆木天神社(古賀一区) ④印鑰社(庄) ④天徳天神(西の原) ④平野熊野権現社(平野) ④中尾神社(多久原) 
⑤別府八幡神社(別府二区) ⑤中小路天満宮(中小路) ⑤西の原大明神(西の原)  ⑤宮地獄神社(中山) 
⑥波佐間妙見社(羽佐間) ⑥牟田辺太神宮(牟田辺) ⑥岡妙見社(岡)  ⑥多久天満宮(中の原) 
⑦鬼神社(仁位所)  ⑦高松社(東町)  ⑦海童社(山犬原) 
  ⑧七面神社(撰分)  ⑧番所天満宮(番所) 
  ⑨熊野権現社(宮の浦)  ⑨厳島神社(荕原) 
  ⑩石州分妙見社(石州分)  ⑩山神社(高木川内) 
  ⑪三吉神社(石州分)  ⑪鶴権現社(高木川内) 
    ⑫前山英彦神社(高木川内) 
    ⑬裏山英彦社(高木川内) 
    ⑭立山神社(東原) 

【寺院】9 【寺院】7 【寺院】7 【寺院】3 【寺院】5 
①常応寺(大門)臨済宗 ①大梅寺(平原)曹洞宗 ①瑞応寺(下鶴)臨済宗 ①円通寺(藤川内)曹洞宗 ①昌福寺(多久原)浄土真宗 
②清心寺(大畑)曹洞宗 ②覚円寺(瓦川内)浄土真宗 ②聖光寺(東の原)真言宗 ②正蔵寺(板屋)曹洞宗 ②宝林寺(両の原)曹洞宗 
③真宗寺(渋木)浄土真宗 ③福聚寺(長尾)黄檗宗 ③専称寺(東の原)浄土宗 ③正善寺(谷)曹洞宗 ③天徳寺(荕原)真言宗 
④高徳寺(古賀二区東)真言宗 ④延寿寺(庄)臨済宗 ④万福寺(西の原)曹洞宗  ④龍雲寺(高木川内)曹洞宗 
⑤本覚寺(古賀二区東)日蓮宗 ⑤長生寺(牟田辺)臨済宗 ⑤等覚寺(西の原)日蓮宗  ⑤湧泉寺(高木川内)日蓮宗 
⑥通玄院(別府二区)臨済宗 ⑥妙覚寺(桐野)天台宗 ⑥顕証寺(浦町)浄土真宗   
⑦虎渓寺(羽佐間)臨済宗 ⑦龍照寺(田柄)曹洞宗 ⑦地福寺(石州分)曹洞宗   
⑧妙海寺(仁位所)日蓮宗     
⑨宝蔵寺(宝蔵寺)日蓮宗     

 
多久家ゆかりの神社ならびに特色ある神社（多久市史より抜粋） 

 
 神 社 名 内     容 

①両子神社(平林) 鳥居が３基あり、そのうち２基は肥前鳥居。２の鳥居は１６５２年に両子権現に奉納されたもので、２代領主多久茂辰、

３代領主多久茂矩の名が刻まれている。２基の鳥居は市の重要文化財に指定されている。 
⑤別府八幡神社(別府二区) １５２８年に龍造寺家兼が家臣の伊藤氏を宇佐八幡に詣でさせ、分霊を勧進し、軍神として別府荒平山の頂（八幡平）

に祭祀した。１５６７年、龍造寺長信は道が険しく参詣が困難なことから、羽佐間四反田に社殿を移し、多久領の３所

宗廟のひとつとして崇敬、以後代々多久家に尊崇、庇護を受けた。１７６０年宝殿が再興された。１７９７年宝殿から

出火、拝殿までのこらず消失した。明治６年（１８７３年）村社に列せられ、明治１４年に現在の地に遷座された。 
現在は神殿、拝殿、社務所からなり、境内には稲荷堂がある。一の鳥居は多久３代領主多久茂矩のときに寄進されてい

る。境内には恵比寿像など多くの石造物が寄せられている。 
⑥波佐間妙見社(羽佐間) １５７３年田中土佐泰慶が創建。１７２３年社殿が修復。１７５３年薬師堂焼失。薬師仏は難を逃れた。１９０７年移

築。神殿、拝殿、籠堂からなる。神殿には多久家の家紋「桔梗」が施され、拝殿には源平合戦の平敦盛と熊谷直美の一

騎打ちの絵馬が奉納。鳥居は１７０５年に造立され、４代領主多久茂文の刻銘がある。樹齢４００年を越すクスノキが

ある。１月の初祭りには的射の百手祭りが行われる。 

 
 
 
 
 
東
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⑦鬼神社(仁位所) 大伴狭手彦と松浦佐用姫の間に生まれた百合稚が鬼退治の勅命を受け、鍛冶に太刀を作らせ、この太刀で鬼退治をした

ので、１４７０年、一説には８０７年、この鍛冶を神として崇め祀り、鬼鍛冶大明神としたのが誤って鬼神大明神にな

ったと伝えられる。現在は神殿と拝殿からなる。 
 
南

多

久 
町 

③高野神社(西の谷) １１９１年、多久太郎宗直が紀州高野明神を勧進したと伝わる。少弐資元が再興したが兵火にかかり社殿・神宝・文書

など焼失。龍造寺長信が朝鮮帰陣のときに宮殿を再興し多久領の宗廟とした。藩政時代多久家の庇護を受けていたる  

１８６５年に火災で全焼。現在は、神殿・拝殿・社務所・籠堂・山門からなる。拝殿には３枚の絵馬。三の鳥居は多久

初代領主多久安順が１６２３年に寄進した市内最古の肥前鳥居、二の鳥居は２代領主茂辰・３代領主茂矩父子が１６６

６年に寄進した明神鳥居がある。鎮西八郎為朝が射た鏃がささったと伝えられる六地蔵などがある。１０月１９日のお

くんちには相撲大会が行われる。平成２年に８００年祭行われた。 
②多久八幡神社(東の原) 多久太郎宗直が１１９３年に鎌倉の鶴岡八幡宮の若宮八幡を勧進して創建したと伝わる。１５７２年龍造寺長信が神殿

を再興。建築様式や彫刻などが桃山期の特徴をとどめており、佐賀県重要文化財である。昭和１６年に多久八幡神社に

改称された。境内には養蚕振興を願い昭和８年に蚕霊社が祭祀されている。市の天然記念物三本杉の巨木がある。 
③多久神社(西の原) １８４４年、１１代領主多久茂族が龍造寺家兼、龍造寺長信、多久安順を祭祀するための新宮を創建、梶峰社と名付け

た。明治２２年以降、多久茂族、多久茂文、西南戦争以後の戦死者１５５柱を祭神に加え、昭和２６年に多久神社と改

めた。松浦捕鯨図、中林梧竹筆の多久茂族碑、草場船山の詩を彫った手洗盤がある。境内広場には鶴田斗南碑、多久安

典碑、殉国軍人碑がある。 

 
 
 
多
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⑤西の原大明神(西の原) １８３７年１０代領主多久茂澄が７代領主茂堯の娘・林姫の霊を供養するために創建。悲恋の末、非業の死を遂げた林 
姫の死後、多久家では７０年間凶事が絶えなかった。茂澄が京都から日蓮宗の日護上人を招き祈祷をすると林姫の霊が 
現れ「未だ成仏できずにいるので堂を建て、法華経勧進にて祭祀してくれれば多久家の興隆と一般妊婦の安産を守護す 
る」と告げたことから林姫の遺骨を一字一石経とともに埋葬し西の原大明神として祭祀した。安産の神様として県内外 
から訪れる人が多い。祭事は４月１９日に行われる。 



多久家ゆかりのお寺及び特色あるお寺（多久市史より抜粋） 
 

 寺 院 名 内     容 
①常応寺(大門)臨済宗 ○歴代領主の位牌を安置 
⑥通玄院(別府二区)臨済宗 
 

○島原の乱平定後の寛永 17 年(1640 年)頃、多久二代領主多久茂辰が島原の乱戦死者 99 名の霊をともらうため創建 
○99 名の実名を刻んだ位牌や島原の乱戦死者供養塔(市の重要文化財)が残っている 

⑧妙海寺(仁位所)日蓮宗 
 

○別府多久家歴代の墓所あり。  
○元禄 15 年(1702)銘の鰐口(市の重要文化財)あり 

東

東多久

町 
 
 

 ⑨宝蔵寺(宝蔵寺)日蓮宗 
 

○墓地には元禄 7 年(1694)に改葬された多久 4 代領主多久茂文の実母(覚心院妙光日充淑)の墓塔あり 
○電気工学の祖 志田林三郎博士の墓塔あり 

①大梅寺(平原)曹洞宗 
 

○横山多久家の菩提寺 
○樹齢 300 年の大楠あり 

③福聚寺(長尾)黄檗宗 ○「丹邱邑誌」の著者深江順房の墓がある 
④延寿寺(庄)臨済宗 
 

○建久 4 年(1193)前多久の祖多久太郎宗直が梶峰城を創建したのに伴い、旧居館陣内城を廃し創建したといわれる 
○鎌倉時代の青磁碗や宗直以下 5 人の名を刻んだ一本の位牌、多久太郎宗直の画像が保存されている 
○境内墓地には南北朝時代の 5 基の五輪塔(前多久家供養塔…市の重要文化財)や聖廟創建の宮大工篠川東左衛門の墓

あり その他 

 
 
 

 
 
南多久

町 
⑥妙覚寺(桐野)天台宗 
 

○「丹邱邑誌」によれば天平 4 年(732)に行基によって勅願寺として創建された。行基が去った後荒廃。 
○大同元年(806)勅命により再興。天皇の長寿と国家昌平の祈願所となり、当時 120 の子院を有していたという。 
○天正期(1573)以前にたびたび火災にあい、仏閣をはじめ記録類のほとんどが消失し、両界曼荼羅と石造四天王像が

残ったと記されている。 
○天正 10 年、龍造寺長信、多久安順父子により再興された。 
○文化 7 年(1810)火災で消失。現在の本堂は昭和 8 年に再建。 
○寛延 3 年(1750)に諫早騒動(一揆)の処刑者の霊をともらう諫早墳が建てられ、毎年 11 月 9 日に多久家から参詣。 
○文化財  両界曼荼羅図(鎌倉時代初期…県重要文化財…県立博物館寄託)、 
      刻像青面金剛石祠、諫早墳(市重要文化財) 

②聖光寺(東の原)真言宗 
 

○元亀元年(1570)龍造寺長信が梶峰城入城に際し、鬼門の位置にあたることから、京都の愛宕権現の本地勝軍地蔵を

勧 
し て創建した神仏混交の密教寺院 
  ○正徳 6 年(1716)火災にあい、６代領主多久茂明が再建。文政 10 年(1827)再び火災で消失。9 代領主多久茂鄰によ

建。 
○昭和 52 年に河浪自安、質斎父子の墓地が松山墓地から改葬移転された。 

③専称寺(東の原)浄土宗 
 

○大同 2 年(807)行基が下多久平瀬に創建。初めは天台宗だったが、建久年中(1190～1198)多久太郎宗直が梶峰城を

築い 
たときに現在地に移り、宗直以下 5 代の菩提寺としたと伝えられる。一時期は時宗に改めたが、天文 14 年(1545)
頃、教蓮が浄土宗に改めた。 

○少弐政資、資元父子の墓(市重要文化財)、大つつじ(市天然記念物)、少弐政資ゆかりの核割れ梅などがある。その

他文 
化財あり。 

⑤等覚寺(西の原)日蓮宗  ○西の原大明神の社務所をかねる 
⑥顕証寺(浦町)浄土真宗 ○豊臣秀吉が名護屋出陣のおり、河内国顕証寺実子の竹若を召し連れてきたが竹若は死亡。引導を本覚寺がおおせつ

か 
り、その縁で由緒ある河内顕証寺と同じ寺号に改めたと伝わる。 

 
 
 
 
 

多久町 

⑦地福寺(石州分)曹洞宗 ○多久 7 代領主多久茂 の娘・林姫の墓塔が残る 
⑧円通寺（藤川内）曹洞宗 
 

○平安時代の創建。火災で消失。多久太郎宗直が建久年中（１１９０年～１１９８年）に再興。 
○衰退するも龍造寺長信が慶長２年（１５９７年）に再興。 
○龍造寺長信の逆修塔（市重要文化財）、黄檗山木庵和尚が書いた「山門額」（市重要文化財）、逆修六地蔵塔（市重

要文 
化財） 

○多久家墓地（７代領主茂 から１１代茂族までとその子孫の墓や林姫の墓）あり 
○島原の乱戦死者９９名の名前を彫った金箔の位牌あり 
○文久２年に江藤新平が訪れ、脱藩の集会をし、漢詩を残す。 

⑨正蔵寺（板屋）曹洞宗 
 

○明治６年１２月、西部小学校の前身となる八龍小学校の創設により明治８年１月まで仮校舎となった。 
○槙の大木（市天然記念物） 

 
 
 

西多久

町 

⑩正善寺（谷）曹洞宗 
 

○女山多久家（龍造寺長信の従弟龍造寺康房が初代）の菩提寺 
○有馬戦死者供養塔（市重要文化財）、御厨夏園筆「絹本着色仏涅槃図」（市重要文化財）等 

 
北多久
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⑪天徳寺（荕原）真言宗 
 

○昭和３年（１９２８）地元有志により新築。荕原は近い将来多久の重要な地域となることが確認されていた。多久

村 
 には聖廟があり春・秋の釈菜には多くの人が訪れていた。荕原には多久駅があったが神社・仏閣・名所・旧跡など

人 
を集める施設がないため見過ごされていた。地域発展の核となる施設や行事が模索され、大師堂の建設が決まった。 
地元有志を中心に寄付や労働奉仕を募り、県内一の弘法大師を祭祀する大師堂と山門完成。 

○大師祭りは、明治時代に行われていた大綱引きが復活し、昭和１０年まで続いたが戦争で中止。終戦後昭和２５年

に多久山笠として復興。 
 



 
 
  
 
 
   
 
 

ひとの暮らし 
日常の食事 ①朝食・アサメシ(味噌汁に漬物。時々塩物の魚。味噌汁に豆腐の代わりに大豆をすり鉢ですったものゴジル) 

②ナカノミ、ナカヨケイ（お茶かけ飯や漬物。塩くじらや握り飯に漬物。） 
③昼食・ヒアガイ（アサメシの残りで味噌汁を温めて、漬物がつく。） 
④ニギリメシやマンジュウ、ダゴやふかし芋。 
⑤バンメシ（麦飯に煮しめや味噌田楽、うどんやダゴ汁・ダゴなど） 
※ ヒヤシュ（冷やし汁）、イッチレウドン、ダゴジュ、田楽（味噌味で、ダイコンやイモンコ、カボチャといった野菜に皮ク

ジラを薄く切って入れる。）、ゴマジョイ、オヨゴシ 
※ だごとまんじゅう 
  ヒラダゴ（黒砂糖や味噌をつけて食べる）、ハッチイダゴ、石垣ダゴ、ホウカブイダゴ、カンネダゴ、ネッタクイモチ 
 麦まんじゅう（酒まんじゅう）、米まんじゅう。岸川まんじゅうと多久まんじゅう 

※ 魚 
海魚は唐津から行商がきていた。塩イワシ、塩クジラといった塩物。クラゲやウミタケ、アゲマキ、アカガイ、アサリガイ、

ムツゴロウ、ガニ漬けなどの有明海の魚は諸富や芦刈から行商がきていた。川魚は自分でとりに行く。 
保存食 ① 塩蔵（大根漬け、高菜漬け、がん漬け、梅干、らっきょう） 

② 乾燥（カンコロ、山菜、ズイキ） 
③ その他（ダイコンやナスビ、ショウガ、ニンジン、ゴボウなどを味噌漬け） 
     （小鮒は竹串に刺し藁を燃やしてあぶり焼き、エビは熱湯で湯がき、いずれも屋根の上などで数日間天日に乾かして

仕上げる。） 
     （芋はナカエの縁の下に穴を堀り、モミガラを入れて保存。） 

食生活 

自家製品 ① 味噌・醤油  ②こんにゃく  ③とうふ 



 ハレの日の食

事 
①正月行事 
○栗箸（クイヤーバシ…繰りあい、家が栄える） 
○餅つき（12 月 28 日または 12 月 30 日ごろ餅つき） 

 ○年越しの運そば 
 ○年取り膳 
 ○初膳（元旦の昼食。おせち料理や雑煮を食べる） 
 ○旧正月（もちよりという。餅をつき、その日の夜から翌日の夜まで集落ではいくつかの組に分かれて寄り合い、酒盛りする） 
②春の行事 

○花煎り（3 月 15 日…旧 2 月 15 日に女性が行う。各戸からもち米の籾や花とうきびを持ち寄り、庭先にかまどをつくり煎る。

はじけた籾や花とうきびを臼に入れ杵でつく。花煎りがすんだら茶講をする。） 
○春彼岸（おはぎをつくり集落内の氏神社や堂宇にお参りに行き、おはぎとお神酒をいただく。） 
○社日祭（春分に一番近い戌の日に行う。煮しめやその他のご馳走をつくり氏神社に集まり会食する。） 
○節句（4 月 3 日に蓬餅をつき赤飯を炊いて祝う。田螺とせり、とくわかを酢味噌であえる。） 

③夏の行事 
○端午の節句（赤飯を蒸し、しょうぶ酒を飲む） 
○弁財天祭り（5 月の初巳か 2 番巳の日に弁財天を祀る。各戸から手肴を持って弁財天の祠の前や氏神社に集まり神酒を酌み

交わし飲食する。） 
○村祈祷（7 月のはじめ、田植えがすむと豊作を祈願して村祈祷をする。祈祷終了後組に分かれ酒を酌み交わしご馳走を食べ

て祝う。同様の行事として、さなぼりやうどん打ちがある。） 
 ○七夕 
 ○土用（川や堀に行き、うなぎやたにし、ふな、はやなどを取ってきて食べる。） 
 ○祇園（藤川内ではタラの煮しめと湯かけクジラを必ず食べる。) 
④盆行事 

  ○8 月 13 日に米の粉だんごをつくる。お精霊さんと一緒にやってくるトモニン（餓鬼精霊）という無縁仏のため串に 4 個さし 
庭先に置く。盆の膳は、仏さん膳といって、コモの上にナスビ、うり、すいか、ぶどう、なしなどを供える。13 日の夜は、

   んご、豆腐、厚揚げなど 
○14 日の朝は、ご飯、味噌おつけ、梅干、昼はそうめん、こんにゃく 
○15 日の朝は、餅かおはぎ、ひゅうの葉のからあえ、夜はご飯、根芋のおつゆ、とうがのはちはち、豆腐に煮物、酒などを

供える。15 日はめんずう箸、他の日は麻殻の箸を添える。盆参りの客には黒砂糖入りの焼酎を出す。 
  （明治 17 年旧暦 7 月『盆御祭諸誌』多久町東町副島家文書より） 
⑤秋の行事 
 ○風祭（風籠りといって 210 日にあたる 9 月 1 日に行う。各戸の戸主が氏神社に籠り、手肴で酒盛りをする。）  
 ○秋彼岸(春彼岸と同じように氏神社でお籠りをして皆で酒食を楽しむ。) 
 ○おくんち（10 月 19 日に身祝いといって鮒の昆布巻きをつくり、赤飯、煮しめ、刺身などをつくり祝う。赤飯はクイゼッカ

   …栗赤飯が多かった。） 
⑥冬の行事 
 ○亥の日祭り（11 月の亥の日に家族が集まり、餅をつきお祝いをする。） 
○お日待ち（11 月 15 日に餅をつき、組に分かれて行う。大餅のまわりに月の数の小餅をおき供える。喪に服している家には 
餅を持っていく。） 

○神待ち（11 月 30 日の夜から青年たちは氏神社に集まり、出雲大社から神が帰ってくるのを待ち餅をつく。翌朝、集落の人   

 たちは餅をもらいお神酒をいただく。） 
○大祭（地区の氏神社の祭りで収穫を感謝して行う。桐岡では 12 月 15 日に柴焼きだんご祭り。石原では、12 月 15 日に豊満

社祭り。ぼた餅祭りともいい、一人当たり 5 個のぼた餅をつくる。） 
 


