
熊谷市立江南文化財センター

山下祐樹

熊谷市観光ボランティアガイド養成講座

1

－熊谷の文化・歴史・芸術のアウトリーチを目指して－

熊谷の文化遺産アウトリーチ方法序説



熊谷聖パウロ教会（宮町）

　大正１２年、建造された
礼拝堂。建物は鐘楼を持
つ平屋建ての構造であり、
建築面積141㎡。鐘楼の
１階部分が入り口ポーチ
となり、礼拝堂にはべスト
リー（礼拝準備室）が付
設されています。創建時
の屋根は洋瓦でしたが、
戦後に日本瓦に葺き替え
られています。 2



陣屋跡
駅伝事務や地方事務を取り
締まった忍藩の陣屋（役所）
のあった。江戸時代に忍藩
によって設置された出張陣
屋であるが、陣屋が置かれ
た年代は１８世紀初頭と推定
されています。中山道の熊
谷宿本陣との連携や、明治
時代当初の熊谷県設立時に
おいても重要な役割を果たし
ていました。 
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　千形神社（ちかたじんじゃ） 
熊谷直実によって創建さ
れたとも伝えられる古社。
宝暦年間（1751-1764）よ
り千形神社境内で、千形
相撲という草相撲が続け
られていた 。 当社の社名
は、初めは「血形」、その
後、「千方」となり、それが
更に「千形」と変化。 
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念仏堂・蓮昭寺（ねんぶつどう・れんしょうじ） 

１７世紀半ばの江戸時代、丹波
の国生まれの善念和尚が丹波
の国亀山から観世音菩薩、勢
至菩薩の一部を熊谷次郎直実
の娘の生地である武蔵国箱田
村に持ってきたことに始まると
される。熊谷寺中興の祖・幡随
意上人が熊谷寺を再建した際、
熊谷寺の念仏庵が箱田に移さ
れ、善念はそこに納めたと伝わ
ります。 5



熊野堂（くまんどう）

熊野堂は明治40年合祀に
より高城神社の境内に遷
されましたが、大正2年に
旧跡を永く伝えるため熊野
堂跡地に碑を建立したとさ
れています。 
（箱田用水南側）
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片倉シルク記念館

製糸産業を進めた片
倉工業の熊谷工場（旧
石原工場）に建てられ
た２号倉庫と第４号倉
庫が保存され白壁とな
り、片倉シルク記念館
として製糸に要した機
械の展示し、熊谷にお
ける工業稼働の歴史
を紹介している。
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国宝「歓喜院聖天堂」
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歓喜院聖天堂

• 宝暦10年（1760）に完成した江戸時
代中期を代表する彫刻建築。

• 奥殿を中心に、壁面や各部材は精
巧な彫刻で埋められ、置上彩色とい
う高度な技法をもちいながら極彩色
の彩色がほどこされました。
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彫刻師と庶民の協力

棟梁は妻沼の林兵庫正清とその子正信で、
幕府や大名、豪商の援助を受けた記録は
残されていないため、庶民の力によって再
建されたと考えられています。

平成15年から8年を掛けて「平成の大修理」
と呼ばれる保存修理工事が実施されました。
平成24年7月9日、国宝に指定されました。
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拝殿

11



奥殿・中殿
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奥殿彫刻
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拝殿の破風
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彫刻　鷲に猿
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囲碁遊び
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相撲遊び
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雪転ばし
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すなどり
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三聖吸酸
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国指定重要文化財
「貴惣門（きそうもん）」
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国指定重要文化財
「貴惣門（きそうもん）」

妻沼聖天山の山門。屋根の妻側
に破風を3つ持つ特徴的な切妻造
の門で、聖天堂完成から約100年
後の嘉永4年（1851）に完成し、棟
梁は林正清の子孫林正道が担い
ました。
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３つの破風
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国指定重要文化財
「平山家住宅」

24



平山家住宅

• 市内樋春地内の荒川右岸に位置している平山
家住宅は、江戸中期に建てられた農家住宅で、
昭和46年6月22日に国の重要文化財に指定さ
れました。

• 平山家は、旧樋口村で名主を務めた旧家であ
り、現在も屋敷周りに堀や土塁が残っています。
建物は、桁行九間（東西方向の幅17.4m）、梁
行六間（南北方向の幅11.9m）の入母屋造であ
り、茅葺の屋根を持つ平屋建ての構造です。文
化財の民家住宅としては県内最大規模を誇り
ます。
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市指定有形文化財
「根岸家長屋門」
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根岸家長屋門

• 江戸時代の根岸家は、甲山村の名主を
務めた豪農であり、その面影を残す長屋
門は、幅13間、奥行3間、屋根棟高10mを
誇ります。建築された時期は寛政年間と
伝えられています。

• 長屋門の一部には、根岸武香が収集した
考古遺物の陳列も行われていました。平
成22年に保存修理工事が行われました。
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三尻観音山・龍泉寺
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三尻観音山・龍泉寺

・平地である市内において独立した山で、
眺望もよく、特に南方は視界が開けていま
す。標高83.3ｍ、周囲約850ｍで、松・な
ら・くぬぎ等が豊富に植生しています。

・南麓にある龍泉寺は、真言宗豊山派に
属しています。本尊は不動明王像。観音
山の中腹には観音堂が建てられています。
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県指定有形文化財
「上之村神社本殿」
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上之村神社本殿

• 上之村神社は、もとは久伊豆神社とい
い、社伝によれば応永年間（1394～
1428）成田左京亮家時が社殿を再建し、
寄進したと伝えられます。本殿は一間社
流造、屋根は銅板葺で、軒廻りや蟇股
（かえるまた）などに彫刻をほどこし、江
戸時代前期の簡素で古い形式をとどめ
ています。

31



国指定史跡「宮塚古墳」
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県指定文化財史跡
「甲山古墳（かぶとやまこふん） 」
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県指定史跡
「塩古墳群（しおこふんぐん）」
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西別府遺跡群
（にしべっぷいせきぐん)

西別府遺跡・西別府廃寺・西別府祭祀遺跡

　湯殿神社
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文殊寺・市指定文化財
「文殊寺仁王門」
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文殊寺仁王門

• 文殊寺は、古くは能満寺という古刹でしたが、室
町時代の文明13年（1481）に焼失し、その２年後
に高見城（現在の小川町）の城主であった増田四
郎重富が再建。

• 『新編武蔵風土記稿』（19世紀初頭）には、文
殊寺の伽藍（寺院境内の配置）について、本堂
や山門、仁王門などの約10棟の建物によって
構成されていたことが記載されていますが、度
重なる火災等で、その大半が失われ、当時の
面影を残す建造物は仁王門だけとなる。
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養蚕関連の文化財―「富岡製糸場と
絹産業遺産群」との関わり

• 元素楼
（玉井）

38



愛染堂（下川上）
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市指定有形民俗文化財「愛染明王」

世界遺産「富岡製
糸場」の初代工場
長の尾高惇忠筆

奉納額
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毀損状況（北西側）
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修理後の状況
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愛染明王
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斎藤別当実盛公遺跡探訪遊歩道
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斎藤別当実盛公遺跡探訪遊歩道

　旧妻沼町は、昭和５３年に、妻沼聖天山の開創
800年を記念して、開祖とされている斎藤別当実
盛公のゆかりの地を巡る「斎藤別当実盛公遺跡
探訪遊歩道」を創設。この遊歩道は、歓喜院貴
惣門を始点として、歓喜院聖天堂、歓喜院本坊、
氷川神社（弥藤吾）、斎藤塚（弥藤吾）、実盛塚
（西野）、長井神社（西野）、椎の木（八ツ口、長昌
寺）、大我井の杜（妻沼）までの文化財や寺社な
どをめぐる全長約８kmのコース
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熊谷市内の国登録有形文化財

　　坂田医院旧診療所・熊谷聖パウロ教会
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坂田医院旧診療所（妻沼）

　昭和６年に坂田康太郎氏
が産科医院として建造した
「坂田医院旧診療所」は、鉄
筋コンクリート造、平屋建て、
外壁正面をスクラッチタイル
貼りとする明治初期の地方
近代建築の貴重な遺構とし
て平成16年に国登録有形文
化財となりました。
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熊谷聖パウロ教会（宮町）

　大正１２年、建造された
礼拝堂。建物は鐘楼を持
つ平屋建ての構造であり、
建築面積141㎡。鐘楼の１
階部分が入り口ポーチと
なり、礼拝堂にはべスト
リー（礼拝準備室）が付設
されています。創建時の屋
根は洋瓦でしたが、戦後に
日本瓦に葺き替えられて
います。
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熊谷市立江南文化財センター

　本施設は市内の文化遺産と
して伝えられた「文化財」の収
集、保管、調査及び研究を行
うとともに、これらの文化財の
活用を図り教育、芸術、及び
市民文化の向上に幅広く寄与
するため、多くの文化財資源
の公開も行っています。

所在地：熊谷市千代329番地　
開館時間：午前9時～午後5時　
平日開館（年末年始等除く）　
入館料：無料
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ボランティアガイドとしての心得編１ 

・　ボランティアガイドは「おもてなし」 
 
・　ボランティアガイドは、

　 熊谷市の広報大使である。 

・　所有者や関係機関との

　　コミュニケーションとコーディネーション
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ボランティアガイドとしての心得編２ 

・ガイドとは「心理学」である。 
　　説明を求めている方の要望に応じて 
　　説明の要点を的確に。 
　　「長く」、「詳しい」が全て善とはかぎらない。 
　（詳しい情報を有しながら、その場の状況に

　応じて提供する情報量を調整する） 

　相手の様子を見ながらのガイドが求められる。 
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ボランティアガイドとしての心得編３ 

ボランティアガイドという役割のほかにも、ガイ
ドする機会は多い。 
　（熊谷に来た友人、家族、親せきに対して） 
　（熊谷への来訪者に対して、

　　ラグビーワールド　カップなど） 
　（その他、対外的なお話をする機会にて） 
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ボランティアガイドとしての心得編４ 

・点と点を結び線にする。 

・文化財や文化遺産を結び

　歴史をめぐる。 
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熊谷市の歴史や文化財を
見て、知って、味わうための
サポーターを目指しましょう。

　

昭和初旬の中山道、現在の本町辺りから西方を望む。
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