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磐田の歴史を調べて応募しよう
！
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22 裸祭りの際、神輿渡御にあたり最後の神事が行われる社はどこでしょうか。
〔A. 氷室社
23
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C 磐田市
○

旧赤松家の展示室に、勝海舟の額が掲示されています。何と書かれているでしょうか。
〔A. 和合

B. 暢思

1180 年富士川の戦で功績を上げ、源頼朝より遠江国の守護に任命されたのは誰でしょうか。
〔A. 安田義定 B. 和田義盛 C. 相良三郎〕

C. 緝穆〕

24

B. 住吉神社

C. 山神社〕

大正期に見付町をはじめ近隣の町村有力者に、広域にわたる総合開発と鉄道の重要性を力説し、光明電鉄建設へ
の直接的働きかけをした人は誰でしょうか。
〔A. 大箸五郎作 B. 田中寿三郎 C. 松本芳太郎〕
幻と終った天龍軽便鉄道ですが、その計画の中で起点として考えられていた場所はどこだったでしょうか。
〔A. 池田 B. 駒場 C. 見付〕

25

中野白山神社で１月に地元の青年 3 人が「盛松（もりまつ）」と呼ばれる役割を担い、十六善神画像、厄難除け牛王宝印、
大般若経文の入った3 つの箱を持って地区内を廻ります。なんという祭りでしょうか。
〔A. 十日祭り B. 十五日祭り C. 廿日祭り〕

26

加茂東の氏神、賀茂神社の祭神に供えられる神饌のうち特殊神饌は8 種類の品が並びますが、その中央に置かれる
ものはなんでしょうか。
〔A. おこわ B. お桜ご飯 C. おもち〕

2

旧赤松家の米蔵に、赤松則良の長女・登志子の免許状が展示されています。何の免許状でしょうか。
〔A. 筝曲 B. 長唄 C. 舞踊〕

27

平成 30 〜 31 年の見性寺遺跡発掘調査で出土した石器の一つ、石錘（せきすい）とは何に使われたものでしょうか。
〔A. 矢の先端部 B. 漁網のおもり C. 斧の先端部〕

3

旧赤松家の図書蔵に、珍しい雨戸が取り付けられています。なんという雨戸でしょうか。
〔A. 上下式雨戸 B. 回転式雨戸 C. 折戸式雨戸〕

28

磐田原台地南東端の磐田市鎌田「医王寺」近くに広がる、弥生時代から中世までの集落跡は何という遺跡でしょ
うか。
〔A. 長江崎遺跡 B. 長江山遺跡 C. 長江川遺跡〕

29

大久保春野の娘と結婚し、現中央町にアトリエを構えた洋画家は代表作「南風」でも知られています。彼は磐田市指定
文化財「見付町青年団旗」のデザインもしていますが、それは誰でしょうか。
〔A. 黒田清輝 B. 横山大観 C. 和田三造〕

4
5

旧赤松家の内蔵に、見付にあった栗田煙草合資会社についての展示があります。そこで作られていた刻み煙草の
銘柄の一つは何でしょうか。
〔A. 山桜花 B. 朝日山 C. 白牡丹〕

6

旧見付学校の 5 階の狭い部屋は何のために使用されていたでしょうか。
〔A. 鐘楼

7

旧見付学校の 3 階に展示してある枡の中で最も大きな枡はどれでしょうか。
〔A. 五合枡

8
9

30

旧赤松家庭園の竹林脇に、小さな建造物があります。何に使われていたものでしょうか。
〔A. 貯蔵庫 B. 防空壕 C. 墳墓〕
B. 太鼓楼

C. 展望楼〕

B. 一升枡

C. 一斗枡〕

旧見付学校の 3 階に展示してある石油ランプの明るさはどの位だったでしょうか。
〔A.ろうそく1 本 B.ろうそく2 本分 C.ろうそく3 本分〕
旧見付学校の酒井之太鼓はどこのお城にあったと伝えられているでしょうか。
〔A. 浜松城

B. 掛川城

C. 二俣城〕

慈恩寺本堂上に掲げられている扁額は、白隠禅師の書と伝えられていますが、何と書かれているでしょうか。
〔A. 圓道院 B. 圓通閣 C. 圓満庵〕

31

県指定文化財「太刀 銘成高」は、平安時代末〜鎌倉時代初頭の備前国刀工「成高」が鍛えた名刀です。さて
この刃長は何 cm でしょうか。
〔A.67.1cm B.78.2cm C.89.3cm〕

32

旧幕臣・松岡萬が松岡霊社に寄贈し、現在磐田市に寄贈された『二条亭行幸之図』で描かれている天皇といえば
誰でしょうか。
〔A. 後陽成天皇 B. 後光明天皇 C. 後水尾天皇〕

33

中泉奉行だった前島密の要請により設置された救院ですが、明治 4 年中泉救院の取扱方を勤め「中泉救院備忘録」
を書き残したのは誰でしょうか。
〔A. 青山宙平 B. 大久保忠利 C. 寺田彦太郎〕

34

「令和」の出典として注目の万葉集。市内にも万葉集の歌が刻まれた石碑が御殿遺跡公園にあります。
「畏きや命被り明日
ゆりや草が共寝む妹なしにして」この歌を呼んだ人は誰でしょうか。
〔A. 桜井王 B. 物部歌麿呂 C. 物部秋持〕

10

見付学校の開校を祝って、浜松県令林厚徳から寄贈された扁額に、勧学編の一節「木受縄則直金就礪則利」が
あります。これは誰が作ったのでしょうか。
〔A. 荀子 B. 孔子 C. 賀茂真淵〕

35

この文化財は大正 12 年に国の史蹟に指定され、戦後文化財保護法に改正されると昭和 27 年に「国の特別史跡」
に指定されました。この史蹟の名前は何でしょうか。
〔A. 中泉御殿跡 B. 京見塚遺跡 C. 遠江国分寺跡〕

11

トンボの楽園として知られる桶ケ谷沼は、かつての磐田に多く見られた自然環境がそのままの形で残されています。桶ケ谷沼
で保護している絶滅危惧種のトンボは何という名前でしょうか。
〔A.シオカラトンボ B. ベッコウトンボ C.ウスバキトンボ〕

36

旧東海道に面した見付宿いこい茶屋の広場に、旧見付宿脇本陣大三河屋門が移築されています。2 本の本柱上に冠木（かぶき）
を渡し、その上に梁と切妻屋根を載せた門です。この門の形態を何といいますか。
〔A. 薬医門 B. 楼門 C. 長屋門〕

12

桶ケ谷沼が静岡県の自然環境保全地域に指定されたのは何年でしょうか。
〔A.1981 年 B.1991 年 C.2001 年〕

37

幕末に政治情勢が緊迫してくると、国学思想が深く浸透していた遠州では、尊王攘夷の考え方に共鳴する人たちが現れま
した。淡海国玉神社の神主大久保春野が結成したグループは何といいますか。
〔A. 赤心隊 B. 遠州報国隊 C. 稜威隊〕
太田川東の須賀神社のあたりに 4,500 石の旗本屋敷があり、陣屋には二戸の牢屋、蔵屋敷、郷倉などがあったと
伝えられています。この陣屋の名前は何ですか。
〔A. 菅谷陣屋 B. 長谷川陣屋 C. 皆川陣屋〕

13

安政 6 年（1859）掛塚湊沖でアメリカ船が座礁し難破しました。地元の人は、乗組員の救助や、死亡した乗組員を弔
って「外人墓地」をつくりました。その墓地のある場所はどこでしょうか。
〔A. 豊浜 . B. 駒場 C. 鮫島〕

38

14

見付の玄妙寺で行われている行事で、日蓮大聖人の命日からひと月遅れの毎年 11 月12日に行われている催事は
何でしょうか。
〔A. 裸まつり B. 祇園祭り C. 御命講〕

39

15

見付には本通りから分かれた道がたくさんあります。それを小道・小路（しょうじ）といいますが、熊野神社のある道は
なんという小路でしょうか。
〔A. 権現小路 B. 宮小路 C. 天白小路〕

40

16

養老 3 年（719）に遠江国の国司として赴任した桜井王が、国内が良く治まるようにと創建した国府の守護神を祀った
神社は何でしょうか。
〔A. 府八幡宮 B. 鹿苑神社 C. 淡海国玉神社〕

17
18

前野の蓮華寺跡に建つ濡れ地蔵は寛政 4 年（1792）建立と言われていますが、作者は誰でしょうか。
〔A. 太田近江 B. 山田七郎左衛門 C. 加藤忠右衛門〕
遠江国分寺跡から出土した瓦と同じ瓦が出土した以下の 3 遺跡のうち、複数種類の軒平瓦が出土しているのはどれ
でしょうか。
〔A. 鎌田廃寺 B. 岩室廃寺 C. 大宝院廃寺〕

遠江国分寺跡の大きな特徴である、木材を使った施設といえば灯篭と何でしょうか。
〔A. 雨落ち溝 B. 金堂正面階段 C. 基壇〕
府八幡宮の楼門は、左右に衣冠束帯を身に着けた武官姿の木造随身像を安置しています。楼門に向かって左は吽形（うんぎょう）
の「櫛石間戸神」です。では右側の阿形（あぎょう）像は誰でしょうか。
〔A. 豊石間戸神 B. 鏡石間戸神 C. 剣石間戸神〕

✂
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19

磐田原台地で最初に人が住み始めた旧石器時代の遺跡は何というでしょうか。
〔A. 元島遺跡 B. 高見丘遺跡 C. 御殿二之宮遺跡〕

（21）

（22）

（23）

（24）

（25）

（26）

（27）

（28）

（29）

（30）

20

鎌田地内に、市内最古の五輪塔といわれる鎌田兵衛の供養塔がありますが、鎌田兵衛がつかえた主君は誰でしょうか。
〔A. 源義朝 B. 源頼朝 C. 源義経〕

（31）

（32）

（33）

（34）

（35）

（36）

（37）

（38）

（39）

（40）

41

天保 3（1832）年は、世の中が穏やかで、6 月下旬には江戸の歌舞伎が見付で興行されました。どこの境内だった
でしょうか。
〔A. 大見寺 B. 宣光寺 C. 西光寺〕

61

森下にある若宮八幡宮（郷社）では、祭礼の余興として「水引き相撲」と呼ばれる東西対抗の相撲が行われたといいます。神社境内には、
西平松出身で高砂部屋に入門して活躍した力士の顕彰碑がありますが、その力士とは誰ですか。
〔A. 沢の松 B. 竜の松 C. 平の松〕

42

見付宿の本陣だった神谷家と鈴木家の墓所は、磐田市の文化財に指定されています。二軒の菩提寺はどこにあるで
しょうか。
〔A. 見性寺 B. 大見寺 C. 西光寺〕

62

竜洋地区で現在の掛塚には多くの寺院がありますが、宗派も様々です。掛塚の寺院にない宗派は、次のうちどれで
しょう。
〔A. 曹洞宗 B. 臨済宗 C. 浄土宗〕

63

福田にある六社神社に奉納されている絵馬には当時のカツオ漁や港の様子が描かれています。絵馬の右側には明治 42 年の年号、
左には船の名前や奉納者の名前等が記されています。この船の名前はなんというでしょうか。
〔A. 福田丸 B.日進丸 C. 朝日丸〕

43

医王寺境内に「けしき見ていれば撞くなり春の鐘」の句碑があります。この句を詠んだ人は誰でしょうか。
〔A. 加藤知碩 B. 大橋葉蘭 C. 伊藤嵐牛〕

44

見付宿に火之伽具都土命（ほのかぐづちのみこと）を祭神とし、火防の神として人々の信仰を集めている神社があり
ます。どこでしょうか。
〔A. 津島神社 B. 愛宕神社 C. 神明神社〕

64

平安時代には伊勢神宮にも特別に荘園を置くことが許されて、伊勢神宮領の荘園は「御厨」と呼ばれました。磐田に
ある鎌田御厨はいつのころに成立したと思われるでしょうか。
〔A.9 世紀中頃 B.10 世紀中頃 C.11 世紀中頃〕

45

堂山古墳から出土した鞆形埴輪のモニュメントは、堂山古墳跡地（東貝塚）
ともう一か所にありますが、それはどこでし
ょうか。
〔A. 御厨駅 B. 磐田駅 C. 豊田町駅〕

65

豊田地区に生まれ、西之島学校設立に尽力した青城の名は地元の小学校の校名にも残されていますが、青城は本名
ではなく絵をたしなむための雅号です。彼の本名はなんというでしょうか。
〔A. 伊藤淳岳 B. 松村淳高 C. 熊谷敬三〕

46

道祖神は、村を守る神でもあり、子孫繁栄を願う神でもあります。道端の神様で村のはずれで侵入者を防ぐ神という意味で
「塞の神」とも呼ばれます。竜洋地区豊岡の敷地にある道祖神はどこにあるでしょうか。
〔A. 潜龍寺 B. 松林寺 C. 守増寺〕

66

古墳には鏡が埋葬されることがありますが、磐田では邪馬台国の卑弥呼が中国からもらった鏡と言われている「三角縁
神獣鏡」が発掘されています。市内でいくつ見つかっているでしょうか。
〔A.3 つ B.5 つ C.7 つ〕

47

磐田市の指定民俗文化財「米とぎまつり」は、福田下太の八王子神社の祭礼です。この祭礼は、1月中頃に地域の男衆が
下帯姿になり今の浦川で船に乗って行います。この祭礼は〔A. 疫病除 B. 五穀豊穣 C. 家内安全〕のために行われています。

48

旧豊岡村の名産品「ころ柿」は、山梨県が乾燥機を使って早期に出荷し、米国にクリスマスプレゼント用に輸出したことをヒントに、
敷地地区で作られるようになりました。最初に取り組んだ豊岡の人は誰でしょうか。
〔A. 伊藤泰司 B. 伊藤功 C. 水野忠四郎〕

49

竜洋に生まれ、荷車の車軸の改良やモグラ捕獲器などを考案しました。香集寺の西側県道沿いに「顕彰碑」がありま
すが、その人は誰でしょうか。
〔A. 鈴木勇次郎 B. 鈴木丑五郎 C. 石川勘三郎〕

遠州地方はメロン栽培が盛んです。最初の栽培地は竜洋地区で、それから各地に広がりました。日本で最初にガラス
50
温室でメロン栽培を始めたのはどの地区でしょうか ?〔A. 豊浜地区 B. 竜洋地区 C. 豊田地区〕

✂

51

福田地区の中島神明宮（本田）は鎌田神明宮の前身にあたり、天武天皇の頃祭られたという伝承のある古い神社ですが、現在
建っている石の鳥居に記載されている建立年は次のどれでしょうか。
〔A. 明治六年 . B. 昭和二十年 C. 紀元二千六百年〕

52

福田地区はかつて商売が盛んで稲荷神社を個人で勧請している所が多くあります。住宅街にある中島稲荷神社には他には見られない特徴が有ります。一つは本殿の天井に江戸時代の
絵が彩色も鮮やかに残されていること（普段は見る事は出来ません）。もう一つは本殿の前にあるものが置かれていることですが、それは何でしょうか。〔A.赤石 B.狐の置物 C.お揚げ〕

53

福田中央交流センターの近くにある、清太夫と呼ばれる大竹家には、遠州地区の文化人が集った風流な屋敷が残っています。家屋のみならず煉瓦塀にも
歴史の痕跡が刻まれていますが、どのような歴史の跡でしょうか。
〔A. 福田大火時の火の痕 B. 加藤知碩の落書き C. 太平洋戦争時の爆撃の痕〕

54

福田地区にはいろいろな講が盛んに行われていました。昔の「しま」
（現在の福田 13 番組）と呼ばれる地区には今もその講の堂が祭られ
ています。この地区では少し珍しいものですが何の講でしょうか。
〔A. 報徳講福田支部 B. 春日社福田講 C. 大峯山福田講〕

55

今から100 年ほど前に見付只来坂に住んでいた「松月堂」という屋号の表具師で、文人墨客に慕われた虎三郎の玄孫は、
現在全国的な知名度で注目を浴びています。さてそれは誰でしょうか。
〔A. 水谷隼 B. 伊藤美誠 C. 後藤苺芽〕

56

検地とは、領主が土地の生産高と年貢負担を把握する為に行った土地調査ですが、今川氏滅亡後にこの地に入った徳川家康は、天正年間に五カ国
総検地を行い検地帳を残しています。磐田市内で現在残っているその時の検地帳は何処の土地のものでしょうか。
〔A.虫生 B. 大平 C. 敷地〕

57

明治元年 10 月3日、明治天皇とその一行約 4,000 人は東海道を新都東京へ向けてこの地を通過しました。その際
天竜川を越えるのに一行が使った方法は何だったでしょうか。
〔A. 渡し船 B. 木橋 C. 船橋〕

58

明治 18 年に開港した掛塚港は、大正時代に入ると出入りする船もほとんどなくなりました。掛塚の廻船問屋は港がなくなるのを惜しみ、後世にその名を
残そうと、大正 13 年に「掛塚港廻船之碑」を建てましたが、どこに建てたでしょうか。
〔A. 貴船神社境内 B. 掛塚港湾跡 C. 帝国水難救済会跡〕

59

掛塚湊に出入りする千石船を描いた絵馬は、白羽神社にもあります。これを奉納した白羽の廻船問屋は誰でしょうか。
〔A. 山下家 B. 松下家 C. 竹下家〕

60

白羽神社の神職を代々務めてきた山下家は、中世に信州から移り住んだと言い伝えられていて、白羽の山下家の墓地には代々の墓石が祀られて
います。その墓石には、山下家の家印も刻されていますが、それはどんな家印ですか。
〔A. （まるいち） B. （やまいち） C. （かねいち）〕
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68

豊田地区富岡にあるこの記念
碑は、高台のこの地に井戸を掘
って多くの人々に飲料水を提供
したある人物の功に報いるため
に建てられました。ある人物とは
誰 でしょうか。
〔A. 鈴 木 半 一
B. 鈴木正一 C. 鈴木利三郎〕

69

これは市内豊浜地区にある県指定
文 化 財 の 鰐 口です が、延 文 5 年
（1360）という北朝の年号があること
からこの地区に北朝の武士が居た
ことが分かります。他には大嶋郷○○
寺という名称等が刻まれていますが、
この○○寺は次のどれでしょうか。
〔A. 大安寺 B. 大福寺 C. 観音寺〕

70

この史跡は中泉地区にあり、周囲を住宅に
囲まれた5 世紀前半に造られた古墳です
が、直径 36m、高さ5mのきれいな円墳の
輪郭を見ることができます。周辺からは管
玉 1 点とよろいの破片も見つかっています。
県の文化財にも指定されているこの古墳
は何という名称でしょうか。
〔A. 土器塚古
墳 B. 京見塚古墳 C. 新貝17 号墳〕

71

天保 13 年見付宿職業別町並絵図によると、往
還町並の戸数は456軒、72種にも及ぶ職業が挙
げられ、中でも菓子屋 6 軒、饅頭屋 6 軒、飴屋 8
軒は目を引きます。この写真の図は境松の一部で
すが、国分寺の2 軒右隣の「饅頭屋 金五郎」
は場所と屋号を変えて現在も菓子屋を営んでいま
す。その店の名前は次のうちのどれでしょうか。
〔A. 又一庵 B. 菓子勇本店 C. 井口屋〕

72

磐田には昭和3年から11年の運転停止
までの短期間に運行されて「幻の鉄道」
と言われる光明電鉄の痕跡が沿線に残
されています。写真は近くに光明電鉄の
駅があったことから名づけられた「駅前
橋」という名前の橋ですが、当時あった
その駅は次のどれでしょう。
〔A. 匂坂駅
B. 三ツ圦駅 C. 遠州岩田駅〕

73

この石碑は磐田駅の南にある「寿
蔵碑」で、私財をなげうって弱者
救済の事業を行った青山宙平を
讃える文を刻んでいます。青山家
は江戸期に旅館業を営んで財を
なしたと言われていますが、当時
の屋号は次のどれでしょう。
〔A. 松田屋 B. 井筒屋 C. 廉屋〕

74

武田軍と徳川軍が対峙した大日堂の周
辺には写真のような記念碑が設置されて
いる道が残っています。三ケ野七つ道と
いわれていますが、時代別に順次作られ
た道が一か所でまとまってみられるのは珍
しいともいわれています。その中で一番南
にある道はどの道でしょうか。
〔A. 鎌倉の
古道 B. 江戸の古道 C. 明治の道〕

75

お地蔵さんの素材は通常加工しやす
い堆積岩が使用されますが、これは硬
い安山岩で造られ、しかも一石で3 体
が彫りこまれている珍しい石仏です。
寛文十年（1670 年）に作られたようで
すが、このお地蔵さんがある磐田市南
部のお寺は何というでしょうか。
〔A. 万正寺 B. 實際寺 C. 多聞寺〕

ご応募は左の解答用紙と参加料240円切手を同封し、
２０20年9月30日（水）必着で、

（41）

（71）

67

写真は徳川二代将軍・秀忠の
娘東福門院和子（まさこ）様の
寄進により建造されたと言われ
ている市内神社の楼門ですが、
さてこれはどこの神社にあるで
しょうか。
〔A. 天 御 子 神 社 ■
B. 淡海国玉神社 C. 府八幡宮〕

］ ご住所［

〒４３８-００７８ 磐田市中泉一丁目１-５ 磐田市観光協会「２０20磐田歴史検定」係

○成績優秀者上位５名を表彰し、磐田市観光協会より賞状と副賞として
「しっぺいグッズ」並びに小林佳弘著の「続いわたに
住みたくなる本」
を贈呈。表彰対象者が同点の場合は解答の早い者を上位とします。
○全７５問のうち一級：７０点以上 二級：６５点以上 三級：６０点以上 四級：５５点以上とし、一級〜四級に該当する
方には１０月20日までに認定証をお送りいたします。四級までに入らない方にも正解と点数通知は発送します。
主催
後援

下記の必要事項を記入の上、点線で切り取って右の住所まで
お送りください。

（75）

−

申込先・
下記住所まで封書にてお送りいただくか、協会まで直接ご持参ください
（ご持参の場合は現金も可）
。
参加料

−

］ Mail［

］
］ 年齢［

才］

磐田市観光協会
協力 磐田観光ボランティア「ふれあいガイドの会」、磐田市教育委員会
磐田市、磐田商工会議所、磐田市商工会、見付宿を考える会、
静岡新聞社・静岡放送、中日新聞東海本社

お問合せ

磐田市観光協会

☎／FAX（0538）
33-1222

休業日：月曜日
（月曜が祝日の場合はその翌日）

