
 

洞水寺の腹切り地蔵 
曹洞宗の寺院で応永

年間月村大枝の開基。他
に鈴鹿七福神霊場会と
して福禄寿尊天を祀る。
毎月七日命日。身代わり
に腹を切り病を治して
くれると言い伝えられ
る地蔵さんが山門頭に
ある。C-BUS ⑫小社
公園 下車 徒歩 3 分 
 
 

龍ケ池 
伊船村の大庄屋真弓長左

衛門が伊船新田の灌漑用水
として谷を堰き止め造った
といわれる。 

完成間近にして再三の出
水のため堤防が崩された。 

これを占うと水神のたた
りで人柱をたてなければい
けないとのこと。この難工
事に来ていた主人のもとに
弁当を届けた『お龍』とい
う若い娘が生きながらにし
て堤の下に埋められ人柱と
なり、ようやく池が完工し
た。 

これ以後、池の魚の背中
にはコブがあったという。 

それはお龍が弁当を背負
った姿であろうと伝えられ
ている。 

伊船新田には真弓長左衛
門の偉業を称える真弓神社
がある。 
C-BUS ⑮伊船口 下車
徒歩 3 分 
 

双子塚 
日本武尊が双生児

（大碓命、小碓命）で
あったとの伝承がか
らんで明治初年には
日本武尊御陵として
申請運動が盛んであ
った。1 号墳から３号
墳の円墳から成り、横
穴式石室が開口して
いる。 
C-BUS ①長沢保育
園 下車 徒歩 5 分 
 

源頼朝伝説 
建久元年（1190）頼

朝上洛し権大納言大
将に拝し鎌倉に帰る
途中、北畑の丸岡野で
鶉狩をしようとした
が果たさなかったと
の伝説がある。北畑の
北方が頼朝の茶亭に
あてられたといわれ
る。C-BUS ⑦上野
所在地 不詳  
 

長瀬神社 
醍醐天皇時代（10 世紀初期）に編纂された延喜

式にも記載されており歴史は古く、長瀬郷であるた
めの社名と思われる。日本武尊等を祭神とし、社殿
背後の武備塚は日本武尊の御陵とされる。他に、車
塚古墳、宝裳塚古墳、宝冠塚古墳等、日本武尊の最
後を物語る遺跡があり、建部綾足が日本武尊の臨終
を歌った片歌碑もある。 
C-BUS ０長沢 下車 徒歩 15 分 
 

姫 塚 
後花園天皇の第一皇女

で按禅寺殿という姫君が
応仁の乱を避けて京都か
ら金光寺に身を寄せられ
た。長年月この寺で過ご
され 57 才で亡くなられ
東野（階下東方）に葬ら
れた。 
C-BUS ②原四ツ辻西
下車 徒歩 10 分 
 
 

正福寺 
真宗高田派の寺院で阿弥陀如来

佛を祀る。寛永 20 年（1643）第三
世中興三誓法師が高田山暁秀上人
の勧化により、天台宗より高田派に
転宗する。現在の本堂、鐘撞堂、庫
裏は震災後第八世代に再建された
もの。 
C-BUS ⑦上野 下車 徒歩 5 分 

お薬師さん 
「おやくしさん」と呼ばれ親しまれ

る。南畑・上野・北畑三区の氏寺で薬師
如来佛を祀る。鎌倉時代の作と推定され
る本堂は平成 12 年改築され佛様の修復
も行われた。C-BUS ⑧北畑 下車 
 

養福寺 
臨済宗東福寺派の寺院

で釈迦牟尼佛を祀る。貞
和元年（1345）建立。関
連したお寺が寺領内に多
くあったが焼失し、現在
弘法大師自作の地蔵尊一
躯と高野山伝来の観世音
菩薩が残る。C-BUS ④
北条 下車 徒歩 5 分 

金光寺 
曹洞宗の寺院で阿弥陀如来佛を祀る。鎌倉

期、四条殿の御代仁沼 2 年（1241）天台宗僧円
海上人が開基で後に改宗し曹洞宗となる。昔は
七堂伽藍があったが焼失する。C-BUS ③階
下 下車 徒歩 3 分 
 

庄内神社 
明治末、神社全部を合祀し現在地

に移転し村社庄内神社と改めた。現
在の祭神は合祀により伊那那岐命外
20 柱。明治 39 年神钁幣帛社（米・
絹布を供進）供進社に指定される。
C-BUS ⑤庄内出張所 下車 徒
歩 1 分 
 

本念寺 
真宗高田派の寺院で阿弥陀如来像が

祀られている。天文年間（1540）得定
法師は天台を転じて真宗念仏の道場と
する。13 世春海が文政 11 年（1828）
一身田高田本山直属の末寺となり寺号
を本念寺とした。 
C-BUS ⑧北畑 下車 徒歩 5 分 

金龍寺 
臨済宗東福寺派

の寺院で釈迦牟尼
佛を祀る。開山滅
後、焼失して約 650
年後、明治 21 年再
建された。境内に
は、南條区の地蔵堂
がある。区民の守佛
として月の 24 日に
お参りする。 
C-BUS ③-１南条
下車 徒歩 5 分 

野登山 
標高 851ｍの山

頂、鶏足山野登寺を
参拝し国見山に登
るのがハイキング
コ一スとしては最
適。伊勢湾、伊勢平
野が眺望できる。ブ
ナの原生林も見ら
れる。C-BUS ⑦
上野 下車 

狐 塚 
方墳の形態で 7 世紀の

ものと推定される塚であ
る。遺構は径 17ｍ・高さ
2.5ｍ、集濠外側は東西
17ｍ・南北 19ｍある。横
穴式石室で床面 1.8ｍ・
長さ 5.5ｍ、遺物は須恵
器土器等が 1968 年発見
された。現在は茶畑地で
塚跡に目印となる石が置
かれている。 
C-BUS ⑬深伊沢出張
所下車 徒歩 10 分 

戸尻塚 
深溝と石薬師との間に境界紛争が起

った。そこで話し合いにより 1720 年に
境界線を戸尻塚から寺井池の線を見通
して境塚ができた。この戸尻塚は径 10
ｍ・高さ 2ｍほどの円墳で現在は竹がう
っそうと茂っている。C-BUS ⑬深伊沢
出張所 下車 徒歩 20 分 

水神社 
鈴鹿郡と三重郡と

の境を流れる内部川
を挟んで水争いが絶
えなかった。そこで
深伊沢村の舘与左衛
門が近隣 5 ケ村を代
表して、幕府に訴え
た結果 1664 年水論
裁決が下り、深溝方
の一方的勝利で紛争
は解決した。その功
績を称え祀られる。 
C-BUS  ⑬深伊沢
出張所 下車 徒歩
5 分 

追分開拓碑 
入植して苦しい生活の中で開墾に従事し、よう

やく今日のような生活が出来るようになったこ
とを永久に残したい願いから、開拓二十周年記念
として開拓碑を建立することとなり、24 名全員の
名を連ね、昭和 45 年 8 月完成する。 
C-BUS ０長沢 下車 徒歩 20 分 

舘三之吉碑 
酒井三之吉

は、1863 年に
深溝村で生ま
れ、後に舘家を
継いで舘三之
吉となる。養蚕
業の技師とし
て、三重はもと
より山形・鹿児
島・福島・滋
賀・香川県等で
養蚕の指導並
びに普及に努
めた。その功績
を称えた碑で
ある。高さ 2.6
ｍ 。 C-BUS
⑬深伊沢出張
所 下車 徒
歩 5 分 

道 標 
この「道しるべ」

は、約 1 ㎞西方向
にある日本武尊を
祀る武備神社への
案内標識として設
置されたもの。同
様のものが長澤町
の十字路（旧沢田
石油店の角）にも
土中に埋もれ存在
す る 。 C-BUS
⑭鈴西小学校 下
車 徒歩 20 分 

舘甚六翁彰徳碑 
深溝に生まれ、鈴鹿土地株式会社を創立。昭和

3 年三畑耕地整理組合を設立し三畑の開墾事業に
日夜寝食を忘れて努力を捧げる。翁の徳を不朽に
伝えようと昭和 11 年 1 月建立。C-BUS ⑱三畑
下車 

掩体壕 
戦時中作られた「北伊勢

飛行場」に附属した施設の
一つ。飛行機の格納庫また
防空壕として作られる。構
造は土を積み上げた土塁
式、カマボコ型のコンクリ
一ト製の二種。数十あった
掩体壕の内、コンクリ一ト
製が一つ残る。C-BUS
⑱三畑 下車 徒歩 5 分 

伊勢茶 
 鈴鹿山麓一帯に拡がる扇
状地に栽培され、伊勢茶の
ブランドで全国に流通し、
県下第 1 位の面積 880ha を
誇る。お茶の歴史は古く平
安時代まで遡るといわれ
る。「やぶきた」と呼ばれる
品種が主流で、発芽の頃、
茶の上に黒色の覆いをかぶ
せる「かぶせ茶」に特色が
ある。今、お茶の様々な効
能が注目され、手軽な健康
法とし多くの人に愛飲され
ている。 

ゴルフ場 
起伏に富んだ自然の丘陵地を活用したゴルフ場

が四箇所（三鈴カントリー倶楽部・鈴峰ゴルフ倶楽
部・中日カントリークラブ・鈴鹿の森カントリーク
ラブ）あり、中京圏・大阪圏からのゴルファーで賑
わう。 

常徳寺 
真宗高田派の寺

院で阿弥陀如来佛
を祀る。本堂は嘉永
5 年（1852）再建、
鐘撞堂の鐘は新し
いが土台の崩れ積
みは数少ない。石の
中でも「虫食い石」
が3個も使われてい
る。崩れそうで崩れ
ないのが特徴でも
ある。 
C-BUS  ⑥ 南 畑
下車 徒歩１分 
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入道岳 
海抜 906ｍを誇る入道

岳のアセビ・イヌツゲの
群落は県指定の天然記念
物。入道岳等の鈴鹿山系
は、セミプロ級の登山に
好適であり、御在所岳に
通じた尾根伝いのハイキ
ングコ一スは健脚向き。 
C-BUS  ⑦ 椿 大 神 社
下車 
 

東海自然歩道  
東京～大阪間 1343 ㎞

の自然歩道。コースには
椿大神社、伊勢湾が眺望
でき会席料理（要予約）
も楽しめる「桃林寺」、し
だれ桜の「遍照寺」等が
あり、四季折々の自然が
満喫できる。 
C-BUS 椿大神社・桃林
寺・小岐須渓谷口 下車 

御幣川 
鈴鹿山脈に源を発

し、安楽川・鈴鹿川と
合流し伊勢湾に注ぐ。
御幣を川表に立て神
事を執行したことか
ら、御幣川と呼ばれる
ようになった。休日に
はアウトドア一を楽
しむ人々で賑わう。 
C-BUS ⑭鈴峰出張
所下車 徒歩 10 分 

 

桃林寺 
四季を彩る花々、新緑と紅

葉、山野草の数々、山門より
の眺望、苔むした庭を眺めな
がらの精進料理（要予約）は
格別。県文化財に指定された
銅鐘は県下最古。近くに珍し
い炭焼小屋もある。 
C-BUS ⑨桃林寺 下車 
徒歩 5 分 

遍照寺 
境内の樹齢 150 年

のしだれ桜が美し
い。小岐須城跡の土
塁も現存する。春に
は近在の民家の花々
も見ごたえがある。 
C-BUS  ⑩小岐須
渓谷口 下車 徒歩
5 分 

小岸神社 
桃林寺の奥にあり、神

域に自生するシャガや山
アジサイの花が美しい。 
C-BUS ⑨桃林寺 下
車 徒歩 5 分 

曼珠沙華 
田、畑の畦に群生する

曼珠沙華。鮮やかな紅い
花は旅人の目を楽しま
せる。 
C-BUS ⑬小社口下車 

さつき畑 
全国でも有数の植木

産地。特にサツキ・ツツ
ジ類の生産量は全国一
で、大半がこの地域で栽
培される。４月から５月
にかけ、あちこちで畑一
面のあざやかな花が楽
しめる。 
C-BUS ０長沢 下車 

ゆりの木 
昭和 7 年庄内小学校講堂建築

を記念して植樹される。ゆりの
木の俗名は葉の形が半天に似
ているので「ハンテンボク」と
も言われる。アメリカ産の落葉
高木で花は帯緑黄色の大形で
開花は初夏の頃。C-BUS ⑤庄
内出張所 下車 徒歩 1 分 

神明社の石楠花 
深溝の氏神。祭事

は 10 月 11 日。境内
には大黒稲荷が祀
られ、約 300 本のシ
ャクナゲが植栽さ
れる。水神社は神明
社の境内にあり、舘
与左衛門が内部川
から深溝まで用水
路を掘削した功績
を称え祀られ毎年 7
月4日に井の口祭り
を行っている。 

C-BUS ⑬深伊
沢 出 張 所  下 車
徒歩 5 分 
 

キリシマつつじ 
深溝町字京新田 2713 一 1

番地にあるキリシマツツジ
は、昭和 56 年に鈴鹿市が天
然記念物として指定した。樹
齢約 300 年・高さ 3.5ｍで市
内でもあまり見られない大
きいツツジである。 
C-BUS  ⑫京新田 下車
徒歩 5 分 
 

法雲寺 
法雲寺を中心とする

一帯に薬師堂と大久保
城跡がある。薬師堂には
数体の仏像が安置され、
中でも薬師如来像は平
安末期の作で県指定文
化財。大久保城跡は戦国
期峯城の与力大久保伊
豆守の居城。 
C-BUS ⑤大久保 下
車 徒歩５分 
 

神野神農社 
昭和初期、名古屋の神野氏が同地を開

拓し、初代高橋倉吉氏が神野神農社を建
立。地祇猿田彦大神、伊勢外宮豊受大神
宮等を祀る。C-BUS ③神野神社 下車
 

三社大神 
小社公園の中に天

照大神・五男三女・天
之穂日神が祭神で、他
に末社として若宮八
播社・稲荷社・愛宕社
が祀られている。春に
は桜がきれいで公民
館や憩いの家もあり、
子供からお年寄まで
楽しめる。C-BUS ⑫
小社公園 下車 
 

菅原神社 
境内に入ると神を

護る牛が迎えてくれ
る。創建は定かでな
いが、伊勢神宮に御
幣川の鮎を献上した
ことから天照皇大神
を合殿したと言われ
る。明治に入り、伊
船の崩れ坂から、現
在の地に移された。 
C-BUS  ⑭鈴峰出
張所 下車 徒歩 5
分 

金毘羅さん 
本宮は四国の琴

平町にあり、その神
徳を崇める人々に
より分身を祀った
のが江戸末期と伝
えられる。心身を清
めるお手洗い石に
は、明治 14 年建と
刻まれる。10 月 10 
日が秋の大祭。 
C-BUS ⑫小社公
園下車 徒歩 1 分 
 

伊船の常夜灯  
伊勢神宮への献灯の

為に、天保 13 年に建立。
員弁・岐阜方面から巡見
街道を伊勢神宮に参宮
する人々への道しるべ
として利用された。
C-BUS ⑭鈴峰出張所
下車 徒歩 5 分 
 

西岸寺 
寛文 10 年（1670 年）

に建立。境内には、秀吉
軍に焼き払われた山本
刑部大夫の居城 山本
城跡がある。往時の土
塁、堀、井戸、墓石も残
る。C-BUS ⑧山本町
クラブ 下車 
 

芥 川 
龍ケ池から流れ

出る芥川は、蜆が見
られる川として知
られる。初夏に飛び
かうホタルが幻想
的な光景を演出す
る。 
C-BUS ⑮伊船口
下車 徒歩 5 分 

石大神 
御幣川水源近くにあ

り、高さ 184.5ｍ、直径
100～150ｍ位の白色石
灰岩が聳えている。社殿
は無く巨岩を御神体と
して崇められる。急峻な
錐状の景観は荘厳。 
C-BUS ⑩小岐須渓谷
口 下車 

粟島大明神 
下の神様として有

名   小彦名命（すく
なひこなのみこと）
を祀る。女性のしも
の病気を治す（薬に
関係のある）神様で 1
月 3 日に新春祭が行
われる。 
C-BUS  ⑮伊船口
下車 徒歩 5 分 

銀杏の大木(興隆寺 ) 
臨済宗東福寺派

の寺院で釈迦牟尼
佛が祀られる。建立
は江戸時代と推定
され、境内の銀杏の
大木は周り 5ｍ、高
さ 35ｍもある。 
C-BUS  ⑥ 南 畑
下車 徒歩 1 分 

しだれ梅 
清泉寺 境内の

しだれ梅は2月頃が
見頃。曹洞宗の寺院
で釈迦牟尼佛が祀
られている。本堂建
立は天明 2 年（17 
82）北畑江戸屋から
東京へ出られた方
で、豊田庄兵衛広方
氏と豊田弥三良氏
により建立された。
C-BUS  ⑧ 北 畑
下車 徒歩 5 分 

めだかの学校  
メダカは現在環境省が絶

滅指定品種に指定。庄内地区
には原種のメダカが生息。体
長は 2～3.5ｃｍになり、寿命
は 1 年と数ヶ月、長くて2 年、
繁殖率も高い。 
C-BUS ⑤庄内出張所 下
車 徒歩 1 分 
 

マンボ 
鈴鹿山脈東麓の扇状台地

に、多くのマンボが点在す
る。水源を地下に求め、暗渠
で導き水田を潅漑する。日穴
と称する竪穴を地上に設け、
横穴を掘り導水する。日穴の
間隔は 20～40ｍ、横穴は幅
1.0ｍ・高さ 1.2ｍ位で長いも
ので 1ｋｍを超える。 
C-BUS ⑱三畑 下車 徒
歩 5 分 

小岐須渓谷 
4 ㎞におよぶ渓谷に

は、鮎止めの滝や多くの
滝が点在、清流と新緑紅
葉がハイカーを和ませ
る。屏風岩（県天然記念
物）は石灰岩の擁壁で絶
景。山の家・キャンプ場
もある。 
C-BUS ⑩小岐須渓谷
口 下車 徒歩 30 分 

椿大神社 
全国二千余社の

猿田彦大神を祀る
本宮。茶室鈴松庵・
椿会館もあり、春秋
の大祭、獅子舞神
事、お田植祭、夏越
えの大祓、交通安全
祭等あり四季を通
し多勢の参詣者で
賑わう。 
C-BUS ⑦椿大神
社 下車 

かんこ踊り 
秋祭りにはカンコ踊りが行われる。本地域で

は家内安全五穀豊穣・虫害防除祈願のための祭
りが催される。太鼓踊りに続き音頭取りの声に
合わせた踊りがくりひろげられる。 

C-BUS ⑥南畑 下車 徒歩 1 分 
 

江西寺 
臨済宗妙心寺派の寺院（通称 だるま

寺）。主な行事として祈願だるま祈祷祭（ 2
月 11 日）・満願だるま供養祭（10 月 5 日）。
鎮守堂に正一位朝日稲荷が祀られ厄払い
祈祷が行われる。中庭に樹齢 320 年の大
きさを誇るさつきがある。 

C-BUS ⑬深伊沢出張所 下車 徒歩
3 分 

眞福寺 
戦国時代の永禄 9 年

4 月（1566）建立。網
庵宗祝大和尚による
と伝えられ、本尊は薬
師如来。昔火事で半焼
けになった仏像が木
箱に納められている。
C-BUS ①長沢保育
園 下車 徒歩 5 分 

養泉寺 
延暦 14 年坂上田村麿東征の折、

鈴鹿の凶徒討伐のため念持仏観音
像を安置し戦勝を祈願。後、凱旋し
大伽藍を建立、安養山湧泉寺と号し
たのが起源。応仁の乱の兵火で焼
失、文禄 9 年月海を請して開山とし
湧金山養泉寺と改称、以来本州に属
する。C-BUS ⑭鈴峰出張所 下
車 徒歩 5 分 

泰應寺 
1662 年近藤吉直

が草庵を作り釈迦
牟尼仏を安置し、僧
侶渓養頓を迎え開
山した曹洞宗の寺。
鈴鹿七福神の大黒
天を祀る。C-BUS
⑯伊船新田口 下
車 徒歩 5 分 

乗願寺 
椎の木の巨木と庭園が見所。真宗高田派本誓乗願寺、400

年前に開創され、1766 年現在地に本堂が建立された。平成
3 年に大改修工事が行われ、新築に近い状態で復元。親鸞
聖人・阿弥陀如来・聖徳太子の絵伝もある。C-BUS ⑭鈴
峰出張所 下車 徒歩 5 分 
 

深廣寺 
本尊に阿弥陀如来を祀る。建立時期は定

かでないが、前身である宝蔵寺が永暦二年
（1161）に焼失し、文治四年（1188）現
在地に再建C-BUS ①長沢保育園 下車
 

圓満寺 
真言宗大覚寺派三重四国一番札所、伊勢西国三十三

か所の札所。本尊の大日如来は江戸時代初期の作と見
られ、その左側には馬頭観世音菩薩像、右側には弘法
大師像が祀られる。C-BUS ①長沢保育園 下車
徒歩 5 分 

 


