
1 磐田市見付の西光寺には、日限地蔵尊が安置され、御本尊の阿弥陀如来とともに、人々の信仰を集めています。
日限地蔵尊を寄進したのは誰でしょうか。〔Ａ．源　正子　Ｂ．源　和子　Ｃ．源　政子〕

2 平成２１年２月に磐田市の花・木・鳥等選定委員会が磐田市の花はツツジ、磐田市の昆虫はベッコウトンボと制定しま
した。磐田市の木としては何が制定されたでしょうか。〔Ａ．クスノキ　Ｂ．マキ　Ｃ．マツ〕

3 昭和２９年（１９５４）に藍綬褒章を受章した見付出身の消防団員がいます。その人物は昭和３０年（１９５５）、東京で全国消防大会が開かれ
た際に、大会のフィナーレで“火の用心”三唱の音頭を取っています。それは誰でしょうか。〔Ａ．井口五郎　Ｂ．佐藤六平　Ｃ．鈴木一郎〕

4 大正７年（１９１８）、スペイン風邪が大流行し日本でも大正１０年（１９２１）に掛けて猛威を振るいました。当時スペイン風邪流行予防としてマスクの使用を促していますが、
この記載のある磐田市指定文化財である校務日誌は、どこの学校のものでしょうか。〔Ａ．富岡尋常高等小学校　Ｂ．中泉尋常小学校　Ｃ．豊浜尋常小学校〕

5 「山間や本能可尓桃の花あ可理（やまあいやほのかにもものはなあかり）」は、江戸時代後期の俳人西島烏谷の句です。烏谷は見付
に暮らし俳句の指導を行なったと言われていますが、この句碑のあるのはどこでしょうか。〔Ａ．医王寺　Ｂ．福王寺　Ｃ．行興寺〕

6 「伝馬朱印状」は、江戸・京都間における人や荷物の輸送の管理を命ずるものです。これに伴い、見付宿に出された「奉行衆連署状」は、伝馬朱印状の使用方
法を指示したものです。これは奉行３名による連署となっていますが、そのうちの一人である代官頭は誰でしょうか。〔Ａ．横田村詮　Ｂ．本田備中守　Ｃ．伊奈忠次〕

7 神仏習合の時代には、神も仏も同じ境内に祀られていました。中泉の府八幡宮には、神仏分離令の出る前から境内
にあった寺の名残が現在も残っています。それは何でしょうか。〔Ａ．石灯籠　Ｂ．仏像　Ｃ．築地塀〕

8 二子塚古墳は長さ５５ｍの前方後円墳です。古墳の被葬者の権威を示す重要な考古資料で、明治時代に発掘された馬具は磐田市の文化財に指定されています。区画整理に伴う発掘調
査で出土した馬形埴輪の尻部には、出土した馬具と同じものがデザインされています。それは次のうちどれでしょうか。〔Ａ．鈴杏葉（すずぎょうよう）　Ｂ．環鈴（かんれい）　Ｃ．馬鐸（ばたく）〕

9 家康の領国経営の方針として五か国検地が行われました。慶長９年（１６０４）三河・遠江・駿河西部において行わ
れた「遠州総検地」は何と言われたでしょうか。〔Ａ．辰の御縄　Ｂ．巳の御縄　Ｃ．午の御縄〕

10 江戸時代後期の浮世絵師・歌川広重は磐田を訪れた年に「東海道下り日記」を記しています。広重がいくつの時で
しょうか。〔Ａ．３４歳　Ｂ．３９歳　Ｃ．４３歳〕

11 豊浜にある丸八加藤商店前のコンクリート像は、昭和の初めに彫刻師中沢保三が、加藤家の敷地内に住み込んで制作した恵比寿像です。豊浜には中沢作の像
が他に２体が残されています。豊浜小学校の二宮金次郎像とあと１体は次のうちどれでしょうか。〔Ａ．市井策馬先生の像　Ｂ．伊藤五郎翁像　Ｃ．伊藤重平翁像〕

12 令和２年１２月、静岡県の有形文化財（絵画）に指定された熊野絵巻ですが、その長さはどれだけあるでしょうか。
〔Ａ．３８０㎝　Ｂ．５８０㎝　Ｃ．８３０㎝〕

13 市内豊浜（小島方）に伝わる磐田市指定無形民俗文化財「氏神様の年始回り」の決まり事の一つは何でしょうか。
〔Ａ．歩数に決まりがある　Ｂ．唄いながら歩く　Ｃ．一度通った道は二度通らない〕

14 福田漁港では漁船の航路付近に堆積する土砂を、浸食が進む浅羽海岸へ継続的に運搬する工法として、固定設備で吸い上げた砂をパイプラインで輸送す
るシステムを国内で初めて採用しました。このシステムを何というでしょうか。〔Ａ．サンドウィッチシステム　Ｂ．サンドバイパスシステム　Ｃ．サンドバッグシステム〕

15 「遠江志留波の磯と尓閇の浦と合ひてしあらば言も通はむ（とおとうみしるはのいそとにへのうらとあひてしあらばこともかゆはむ）」の歌が万葉集に収められていますが、作者の丈部川相
（はせべのかわい）は防人として筑紫に遣わされた山名郡の人です。この歌碑があるのはどこの駐車場でしょうか。〔Ａ．アミュ―ズ豊田　Ｂ．ワークピア磐田　Ｃ．竜洋なぎの木会館〕

16 今から約８００～４００年前、見付地区西北の丘稜に造られた一の谷中世墳墓群には、合計８８８基の墓が造られてい
ました。一番多い墓の種類は何でしょうか。〔Ａ．集石墓　Ｂ．塚墓　Ｃ．土坑墓〕

17 昭和１１年（１９３６）のベルリンオリンピックは、女子２００ｍ平泳ぎの「前畑頑張れ！」というＮＨＫアナウンサーの絶叫で有名ですが、磐田市福田生
まれの寺田登も水泳で活躍し金メダルに輝きました。何という種目に出場しましたか。〔Ａ．４００ｍ自由形　Ｂ．１００ｍ自由形　Ｃ．１５００ｍ自由形〕

18 きめ細かくなめらかでクリーミーな食感が有名な磐田市の農産物で、生産高が全国一位の農産物は何でしょうか。
〔Ａ．エビイモ　Ｂ．イチゴ　Ｃ．トウモロコシ〕

19 旧赤松家前のケヤキ並木は、「静岡県まちなみ５０選」に選定されています。選定されたのは何年だったでしょうか。
〔Ａ．１９７７年　Ｂ．１９８８年　Ｃ．１９９９年〕

20 淡海國玉神社は、平安時代の貞観年間（８５９～８７７年）に創建されたと伝えられている遠江国の総社です。江戸
時代前期に建てられた本殿の屋根は何という造りでしょう。〔Ａ．切妻造　Ｂ．流造　Ｃ．入母屋造〕
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（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10）

（11） （12） （13） （14） （15） （16） （17） （18） （19） （20）

（21） （22） （23） （24） （25） （26） （27） （28） （29） （30）

（31） （32） （33） （34） （35） （36） （37） （38） （39） （40）

21 御殿遺跡公園に「御陣屋跡　軍兵衛稲荷道」の道標が有ります。軍兵衛稲荷の祭礼の時に立てられた軍兵衛稲
荷大幟は誰が揮毫したものでしょうか。〔Ａ．林鶴梁　Ｂ．大草太郎左衛門政清　Ｃ．前島密〕

22 旧赤松家の塀は、複数の材料で造られています。赤レンガとは別に、白くブロックのように見える部分の素材は何でしょ
うか。〔Ａ．コンクリート　Ｂ．粘土　Ｃ．三和土〕

23 東原報徳井戸は磐田原台地で唯一原型を留める深井戸です。大正２年（１９１３）、延べ３６９人の手によって掘られました。報徳組合から
６０円の資金援助を受けたためこの名がつけられました。この井戸の深さは何メートルあるでしょうか。〔Ａ．４０ｍ　Ｂ．４５ｍ　Ｃ．５０ｍ〕

24 池田やかた祭りは、市指定無形民俗文化財です。麦わらの束と竹、カヤで組み上げ神輿のように作った「やかた」をホオズキ提灯で飾り付け、これを若衆が天竜川
河原に担いで運び、火をつけて川へ流し疫病退散を願います。この祭りはいつ行われるでしょうか。〔Ａ．７月第１日曜日　Ｂ．８月第１日曜日　Ｃ．１０月第１日曜日〕

25 永享６年（１４３４）７月、池田にある妙法寺２代目住僧梅円律師が、天竜川に菩薩の尊像が浮かんだ夢を見、翌朝行ってみると、尊像が水上に浮かんでいました。
信者や住民は近隣の者に穀物の喜捨を乞い、お堂を建立し粒見堂と名付けました。御本尊は何菩薩でしょうか。〔Ａ．聖観世音菩薩　Ｂ．普賢菩薩　Ｃ．文殊菩薩〕

26 森本字宮東に有る福王寺には、山門横に「南無阿弥陀仏」を刻記した石塔があります。これは六十六部の法華経を全国に納めた満願
記念に建てられたものです。この記念塔に刻まれている文字は何文字と言うでしょうか。〔Ａ．上下逆さ文字　Ｂ．梵字　Ｃ．鏡映文字〕

27 寺谷用水土地改良区の敷地内には石碑が建っています。昭和４６年（１９７１）に県営寺谷用排水幹線改良事業の完了を記念して
建てられたもので「水能く万田を潤す」と書かれていますが、誰の書でしょうか。〔Ａ．山本敬三郎　Ｂ．竹山祐太郎　Ｃ．足立篤郎〕

28 平成２７年～２８年にかけて発掘調査された谷田南遺跡から、多数の住居跡、倉庫跡と古墳時代末期の２基の古墳が発見さ
れました。住居跡と倉庫跡はいつの時代のものでしょうか。〔Ａ．弥生時代前期　Ｂ．弥生時代中期　Ｃ．弥生時代後期〕

29 ふりかけ「ゆかり」の原料やジュースにも使われるこの野菜は、磐田市が県内最大の産地で、４月下旬～７月中旬にか
けて収穫されます。この野菜は何でしょうか。〔Ａ．トマト　Ｂ．赤シソ　Ｃ．エンサイ〕

30 大正９年（１９２０）に施行された「道路法」により、当時全国１２，０００以上あった市町村毎に道路元標を設置することになりました。県内では、浜松と磐田
の２ヶ所に残るだけと言われてますが、磐田市内では何処にあるでしょうか。〔Ａ．向笠交流センター脇　Ｂ．大藤交流センター脇　Ｃ．岩田交流センター脇〕

31 見付天神裸祭りは、矢奈比売神社の祭神が、遠江の総社である淡海國玉神社へ渡御する神事を中心とした祭りで、神輿の御渡りに先立ち裸姿
の男達が乱舞する事から『裸祭り』と呼ばれています。この祭りは、重要無形民俗文化財ですが、どこの指定でしょうか。〔Ａ．市　Ｂ．県　Ｃ．国〕

32 宝塔とは仏塔の形式の一つです。見付の西光寺には県内でも数少ない宝塔があり、作られた年代も鎌倉時代とも南
北朝時代ともいわれる貴重なものです。この宝塔の材質は何でしょうか。〔Ａ．凝灰岩　Ｂ．花崗岩　Ｃ．安山岩〕

33 ＪＲ東海道本線気子島踏切の北側に、遠州地方では珍しい道祖神があります。この石像は掛塚街道の道標も兼ねていて、
左「かけつかみち」と書いてありますが右は何と書いてあるでしょうか。〔Ａ．みつけみち　Ｂ．いけだみち　Ｃ．かまたみち〕

34 令和２年３月に市内３つ目のＪＲ東海道本線駅として開業した御厨駅南口にある照明灯は、歴史を感じさせるデザイン
になっています。何をイメージしてつくられているでしょうか。〔Ａ．前方後円墳　Ｂ．鞆形埴輪　Ｃ．三角縁神獣鏡〕

35 阿多古山一里塚から見つかった荒磯松樹双鳥鏡には、亀、鳥、松樹などが描かれています。この鏡が作られたのはいつ頃
と推定されているでしょうか。〔Ａ．古墳時代後期　Ｂ．奈良時代後期　Ｃ．鎌倉時代後期から南北朝時代前期〕

36 磐田市は、民間シンクタンクが全国の市区町村と都道府県を対象に、魅力度や認知度など８９項目をインターネット調査した「地域ブランド調査
２０２１」の或る部門で全国一位になりました。或る部門とは次のどれでしょうか。〔Ａ．モーターバイクのまち　Ｂ．とんぼのまち　Ｃ．スポーツのまち〕

37 大正１１年（１９２２）に竜洋地区の天竜川河川敷にある福長飛行機研究所で福長浅雄らが作った日本初の旅客飛
行機「天竜１０号」は何人乗りだったでしょうか。〔Ａ．２人乗り　Ｂ．６人乗り　Ｃ．８人乗り〕

38 遠江国分寺は、昭和２６年（１９５１）の発掘調査により塔・金堂・講堂などの主要建物の配置がわかり、翌年には国の特別史跡に指定さ
れました。全国６０余の国分寺の中で国の特別史跡に指定されているところは全部でいくつあるでしょうか。〔Ａ．３つ　Ｂ．５つ　Ｃ．７つ〕

39 磐田市はジュビロ磐田のホームタウンであることで知られていますが、数々のサッカーの大会も誘致されています。かつては全日本高校女子サッカー選手権大会がスポー
ツ交流の里「ゆめりあ」他で長年にわたって開催されました。磐田で開催された最初の年は次のうちのいつでしょうか。〔Ａ．２００２年　Ｂ．２００４年　Ｃ．２００６年〕

40 江戸幕府第三代将軍徳川家光が上洛する時、旅の無聊（ぶりょう）を慰めるために見付のお寺でお茶屋御殿を作り、
休憩したと言われています。そのお寺はどこでしょうか。〔Ａ．大見寺　Ｂ．省光寺　Ｃ．西光寺〕

✂ キリトリ線
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41 天保６年（１８３５）見付の松屋院の境内で中国からきた動物の見せ物がありにぎわいました。「首は鶴、背中は亀に
似たれども…」と詠われたその見せ物は何だったでしょうか。〔Ａ．ダチョウ　Ｂ．キリン　Ｃ．ラクダ〕

42 磐田市内には大小様 な々池があります。周囲約１５０メートル、毎分１．５トンの湧水量があり、初夏には蛍が飛び交うな
ど一年を通して魚類や昆虫が多数生息している池は、次のどれでしょうか。〔Ａ．ひょうたん池　Ｂ．大池　Ｃ．鶴ケ池〕

43 昭和４６年（１９７１）５月、磐田市立図書館が当時の市内全小学校で開始した読書運動は次のうちどれでしょうか。
〔Ａ．いわた子ども読書運動　Ｂ．茶の間ひととき読書運動　Ｃ．親子でどんどん読書運動〕

44 寺谷用水土地改良区の敷地内にある明治時代後期の石蔵は、伊豆石で作られています。この建物は何というでしょ
うか。〔Ａ．磐田文庫　Ｂ．水能潤万田　Ｃ．用水文庫〕

45 磐田市内にある次の指定文化財のうち県の指定はどれでしょうか。
〔Ａ．福王寺のアキザキヤツシロラン　Ｂ．かぶと塚のクロガネモチ　Ｃ．省光寺のイチョウ〕

46 見付宿場通りには、宿の裏に出るためのいくつもの横道がありました。この道を小路（しょうじ）と呼び、現在は歩道に
案内板が設置されています。案内板がある小路は全部でいくつあるでしょうか。〔Ａ．１７　Ｂ．２１　Ｃ．２７〕

47 中泉奉行前島密の要請により、災害に苦しむ窮民救済の施設として作られた中泉救院の運営に尽力し「中泉救院
備忘録」を書き残した人は誰でしょうか。〔Ａ．青山宙平　Ｂ．松岡萬　Ｃ．大久保春野〕

48 市内上新屋にこの夏竣工する磐田市民文化会館「かたりあ」は、県内最大級の座席幅と前後間隔で、ゆったりと鑑賞
できる施設が特徴の一つです。この会館の座席数はいくつあるでしょうか。〔Ａ．１１０８席　Ｂ．１３０８席　Ｃ．１５０８席〕

49 遠江の代官職で、代々府八幡宮の神官を務めた秋鹿家には、中世から現代までの多数の文書が残されています。
市指定文化財に指定された文書はどれでしょうか。〔Ａ．廻米送状之事　Ｂ．年貢勘定目録　Ｃ．遠江風土歌〕

50 磐田市では農作物の生産が活発に行われています。明治初年には甘藷切干が大藤で考案され、当地方の全村で甘藷が栽培されました。明治４４年（１９１１）には販路拡大と
品質向上を目的として、磐田郡甘藷切干同業組合を設立し、見付の或る町に事務所を置きました。その或る町とは次のどこだったでしょうか。〔Ａ．横町　Ｂ．宿町　Ｃ．一番町〕

51 磐田市のイメージキャラクター「しっぺい」は２０１２年の誕生以来市内外の皆さんに愛されてきましたが、２０１４年２月に或る協会が主催
する賞を受賞しました。その賞とは次のどれでしょうか。〔Ａ．ベストキャラクター賞　Ｂ．ベストフンドシスト賞　 Ｃ．ベストペット賞〕

52 明治４０年（１９０７）に開通した中泉軌道は池田と中泉の間約９ｋｍを結び、旅客、鉱石、木材、米などを運んでいま
した。昭和３年（１９２８）頃中泉発池田行きは１日何本運行していたでしょうか。〔Ａ．４本　Ｂ．８本　Ｃ．１０本〕

53 見付には見付全体を氏子とする３つの神社があります。地元では「天神様」「中のお宮」「天王さま」と呼ばれていますが、「天神様」は矢奈比売
神社、「中のお宮」は淡海國玉神社のことです。それでは「天王さま」はどの神社のことでしょうか。〔Ａ．雷三社　Ｂ．愛宕神社　Ｃ．天御子神社〕

54 明治時代に磐田原台地の茶園開拓を進めた男爵赤松則良の所蔵していた琵琶「逢坂山」が、現在、磐田市旧赤松家記念館に保存
されています。この琵琶が作られたのはいつのことでしょうか。〔Ａ．正保４年（１６４７）　Ｂ．文化３年（１８０６）　Ｃ．明治３５年（１９０２）〕

55 日米親善のため、昭和２年（１９２７）にアメリカから日本へ「青い目の人形」と呼ばれる人形が贈られました。中泉尋常小学校（現磐田西小学校）へ届いた
人形の写真が令和３年に発見され、名前が分かりました。次のうちどれでしょうか。〔Ａ．ドロシー・バイオレット　Ｂ．カザリン・ハムリン　Ｃ．バービー・メイ〕

56 磐田市西貝交流センターの敷地には、昭和３２年（１９５７）まで磐田東小学校がありました。現在は、二宮金次郎像の台座が残され
ていますが、その正面に刻まれている文字は次のうちどれでしょうか。〔Ａ．至誠一貫　Ｂ．二宮金次郎幼年時代之像　Ｃ．勤倹力行〕

57 磐田市歴史文書館のある磐田市竜洋支所が建っている場所は、以前は河川敷でしたが、昭和１９年（１９４４）に川を締め切り、竜洋地区の土
地として活用されている場所です。締め切られたその川は何という川だったでしょうか。〔Ａ．太田川西派川　Ｂ．天竜川東派川　Ｃ．今ノ浦川〕

58 府八幡宮の社務所の東側に、ワークピア磐田（勤労者総合福祉センター）の駐車場があります。この場所に昭和３６年
（１９６１）から昭和６３年（１９８８）まであった施設はうちどれでしょうか。〔Ａ．交通公園　Ｂ．市立体育館　Ｃ．児童文化館〕

59 磐田北幼稚園の現在の園舎は３代目です。初代園舎は木造瓦葺きで明治２１年（１８８８）見付高等小学校として建
てられたものでした。何とよばれていたでしょうか。〔Ａ．大善坊校舎　Ｂ．見付学舎　Ｃ．鐘鋳塚校舎〕

60 府八幡宮の本殿の北側の森の中に、毎年４月初旬頃ブラシのような房状の花を咲かせる木があります。この植物の名
前は何というでしょうか。〔Ａ．ウワミズザクラ　Ｂ．ナカイズミザクラ　Ｃ．シタミズザクラ〕
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お名前［　　　　　　　　　　　］　☎［ 　　　－　　　－　　　　 ］　Mail ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

〒［　　　　－　　　　］　ご住所［　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　］　年齢［　　　　　才］　　

✂ キリトリ線

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。



61 鶴ケ池では、この数年シベリアからコハクチョウが飛来してきます。観察小屋や周遊路から、越冬する姿を楽しむこと
ができます。さて、令和３年１１月１４日には何羽飛来したでしょうか。〔Ａ．２羽　Ｂ．４羽　Ｃ．６羽〕

62 掛塚の元廻船問屋「津倉家」の、奥座敷と表座敷を分かつ襖絵は、磐田市指定文化財です。奥座敷側（北面）は、
平井顕斎（けんさい）の作ですが、表座敷側（南面）は誰の作でしょうか。〔Ａ．椿椿山　Ｂ．渡辺崋山　Ｃ．福田半香〕

63 戦前の魚市場は中泉、見付の両地区で営業をしていました。その後一本化していくつかの場所を経て、昭和４０年代に青果市場の移転により空いた施設を
利用し、或る場所で開業しました。さてその場所は現在のどこに当たる場所でしょうか。〔Ａ．坂上町公民館　Ｂ．南交流センター　Ｃ．上野公園相撲場〕

64 見付の臨済宗見性寺の境内に３基の立派な句碑があります。中央の句は芭蕉ですが、向かって左は野末汀鷗（ていおう）、右はその師である加藤知碩（ちせき）
の句碑です。汀鷗は、師の庵号を継いで２世を名乗りました。さて、何という庵号でしょうか。〔Ａ．年立（としたつ）庵　Ｂ．六海（ろっかい）庵　Ｃ．早苗（さなえ）庵〕

65 磐田市内には天然記念物に指定されている樹木がたくさんあります。クスノキ、ヤマモモなどは複数の木が指定されていますが、ケヤキは１本
だけです。平地におけるケヤキとしては県内最大級のこの木はどこにあるでしょうか。〔Ａ．福王寺　Ｂ．かぶと塚公園　Ｃ．つつじ公園〕

66 加茂東にある賀茂神社は、養和元年（１１８１）に京都の賀茂神社（上賀茂、下鴨神社）から勧請されたと伝えられています。市指定無形民俗文化財
の特殊神饌は８種類奉納されますが、おこわ、枝豆、里芋、生えび、白粉餅、生鰹、焼鮎、あと一つは何でしょうか。〔Ａ．生鮎　Ｂ．白あえ　Ｃ．茹えび〕

67

２００２ＦＩＦＡワールドカップサッカ
ー日本代表のキャンプ地になった

「ゆめりあ」には代表選手、監督、
スタッフの足型があります。同じ足
型が市内にもう１か所ありますが、
それはどこでしょうか。〔Ａ．磐田市
総合体育館　Ｂ．磐田市中央図
書館　Ｃ．ＪＲ磐田駅北口付近〕

68

日本有数のトンボの生息地であ
る桶ケ谷沼では、現在７１種類の
トンボが確認されています。その
中でも２０２０年に確認された写
真のトンボは何という名前でしょう
か。〔Ａ．ハネビロトンボ　Ｂ．ベッ
コウトンボ　Ｃ．トラフトトンボ〕

69

これは渚の交流館東側にある
津波避難タワーです。全高１９
ｍのこの施設には緊急時に何
人が収容可能でしょうか。

〔Ａ．２２０人　Ｂ．３３０人　
Ｃ．４４０人〕

70

風景印は郵便局で使用される消印
の１つで、利用者から申し出があった
場合に窓口で押印してもらえます。
図柄はその地域を特色づける風景
や名所・旧跡等が使われます。磐田
市内の１８郵便局で一番多く図案化
されているのは何でしょうか。〔Ａ．サッ
カーボール　Ｂ．トンボ　Ｃ．メロン〕

71

このステンレス製のモニュメント
は、市内の公園にある造形物で
す。周辺はゆっくり歩ける散策デ
ッキがあり、静かな時を過ごすこ
とができます。この造形物は何と
いう名称で呼ばれているでしょう
か。

〔Ａ．水流　Ｂ．龍神　Ｃ．登り竜〕

72

これは下水道広報プラットホームが企画
監修する「マンホールカード」で、磐田は
市のイメージキャラクターのしっぺいが描
かれています。実物のマンホールは「お
すい」と「うすい」の２種類がありますが、
磐田駅北口周辺にあるこの図柄のマン
ホールは２種類合わせていくつあるでしょ
うか。〔Ａ．５つ　Ｂ．７つ　Ｃ．９つ〕

73

市内には徳川家康ゆかりの地や家康にまつ
わる伝説が数多くあります。この徳川家の家
紋「三つ葉葵」がさかさまに彫られているの
は市内のお寺の山門です。その昔家康か
ら本堂庫裏や山門鐘楼が寄進され、葵の
紋が許されたのですが、昭和になって山門
の修復の際に「敬意を払って御紋を逆さに
した」そうです。さてこのお寺はどこでしょう
か。〔Ａ．西光寺　Ｂ．宣光寺　Ｃ．中泉寺〕

74

東京オリンピック卓球混合ダブルスで
金メダルに輝いた伊藤美誠選手の
功績をたたえる金色の郵便ポストが、
或る場所に設置されました。国内で
は三十七例目になるそうです。或る
場所とは次のどこでしょうか。〔Ａ．磐
田市役所前　Ｂ．磐田市総合体育
館前　Ｃ．磐田北小学校玄関前〕

75

この太鼓は市指定文化財「伝酒
井の太鼓」です。「浜松城警鼓」
とも言われていたこの大太鼓を浜
松板屋町の所有者から買ったと
言われる４人は、花屋吉三郎、
今尾忠蔵、丹後屋忠七とあと一
人は誰でしょうか。〔Ａ．新門辰五
郎　Ｂ．磯部友藏　Ｃ．古沢脩〕

☎／FAX （0538）33-1222　　休業日 ： 月曜日（月曜が祝日の場合はその翌日）　磐田市観光協会お問合せ

○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」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　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」
後援　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

申込先・
参加料

ご応募は左の解答用紙と参加料240円切手を同封し、２０22年9月30日（金）必着で、
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）。
〒４３８-００７８　磐田市中泉一丁目１-５　磐田市観光協会「２０２２まるごと磐田検定」係

【ご案内】
令和４年９月１９日（月）～９月３０日（金）の間、磐田市内における
全部の図書館等の休館が予定されていますので、ご注意していた
だきますようお知らせいたします。


