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「熊谷」ーくまがやー①

１．伝説によれば熊谷次郎直実の父直貞が人民をな
やましていた大熊を退治したので、この地を熊谷と称
し、自分の屋号も熊谷とした。〔新記〕
２．クマガヤは神谷（クマケヤ）の意味で、高城神社の
鎮座によって、この名がおこった。〔埼玉県地名誌〕
３．クマガヤは、曲谷（クマカヤ）の意味で、この地で荒
川が大きく曲がっていることからこの名がおこった。
〔埼玉県地名誌〕
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「熊谷」ーくまがやー②

４．アイヌ語（クマカヤkumakaya）で「魚棚の乾場」
という意味で、そばを荒川が流れていることからこ
の名がおこった。〔大島〕
５．やまと言葉の転化による。すなわち往古のむ
さし野のこの地方は行けどもつきぬ隈（クマ）なき
茅（かや）おい茂る里であったため、これが転化し
て「くまがや」となった。〔『熊谷郷土会誌』12号〕
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「熊谷」ーくまがやー③

６．米作にちなんだ地名と思われる。稲は、熊襲民
種（くまそみんしゅ）によって日本にもたらされたと
考えられ「古事記」でも「日本書紀」でも「稲」を「く
ま」と訓じ「神稲（くま）」と綴ったところから後に転じ
て「神」の字を「くま」と訓ずるようにさえなった。（こ
れは2説にもつながる。）このような稲とくま（熊）の
関係から稲のよくとれるところ。米作の中心地につ
けられた名前とされる。〔『熊谷市史稿』〕
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江南－こうなん－

　「江南」の名は、明治時代、現在の江南北小学
校の前身であった「江南学校」に使われた。
　「江」は荒川を意味する。荒川の南にある江南
地域は、太古より川の恩恵や被害と隣り合わせ
の地であり、その特徴を示す名称である。中国
「江南地方」は、揚子江流域の肥よくで温暖な地
方で、南京は王朝の首都となり、その領域は風
光明媚な場所として知られる。
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妻沼ーめぬまー
妻沼の地名はかつて目沼・女沼とも記
した。現妻沼町中央部北端、利根川右
岸の自然堤防上に位置し、東は善ヶ
島村、西は台村、南は八ッロ村と弥藤
吾村、北は利根川を隔てて上野国の
古戸村と境村。東に行田市北河原が
所在する。実際に所在したとされる「男
沼」と「女沼」からの語源か。地と地を
重ね合わせる自然堤防の形状を「妻
（つま）」として捉えたともいわれる。
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大里ーおおさとー
　「大里」は、奈良時代には荒川の周辺を呼ぶ地
名として使われていた。現在と同様に、行政区
分の名称として「大里郡（郡は、コオリとも読まれ
た）」と当時の記録に残されている。これは、当
時の土地台帳に当る文書で、武蔵国大里郡坪
付と呼ばれ、荒川周辺の地名が書かれている。 
当時の大きな「里」としての意味を持ち、「里」は
田を整然と区分した状況を示すもので、圃場整
備として行われた条里制を示す名称である。 
「大里」の名は、熊谷市柴地区の古代寺院跡
（寺内古代寺院）より「大里郡」の文字が流麗に
書かれた「布目瓦」が発見された。
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大正６年頃：熊谷町の構成
旭町、末広町、清水町、筑波町、星宮町、青物町、富
士見町、泉町、本町一・二・三・四、聖天町、明神大門、
墨江町、弁天町、桜雲閣通、霞町、弥生町、大路地、
柳町、栄町、二葉町、錦町、石町、北町、鎌倉町、竹町、
仲町、桜町、緑町、巴町、堤町、下石原、伊勢町

昭和１７年頃：宮本町、見晴町、榎町、赤城町、月見町、
昭和２７年頃：日出町、銀座、住吉町、錦糸町、吾妻町、　　
桜町、本石町、石原町、田原町などへの区画整理、名
称変更があった
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「石原」ーいしはらー
現在、荒川は石原の南を流れているが、中世においては石原と
熊谷の間を流れていたとみられ、今の石原あたりは河原であっ
た。そこでこの名がおこったと思われる。〔埼玉県地名誌〕

「板井」ーいたいー
　江南地域、西部一帯、山林・畑地の多い平坦な土地に位置し、西
から東へ流れる和田川に面して集落を望むことができる。和田川
のつくる沖積地は水田としで利用きれ、嵐山町・旧川本町境から県
道熊谷・小川線にかけては、古い時代から開墾されていると伝わ
る。古代の開発、これが「板井」の地名の由来と考えられる。また、
伊波比神社（岩比）の「イワイ」のある地域という認識が古くからあ
り、「イワイ」から「イタイ」　への地名が定着したともされる。
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「今井」ーいまいー
「今」は「新」と同じ意味で、今井はすなわち新井、
新居の意味、つまり、「新しくできた集落」の地名。
新村、新町、新出、新屋敷、新在家などと同じ。
〔地名語源辞典〕

「榎町」ーえのきちょうー 
昭和17年、大字熊谷と石原の各一部が区画整理
されたことにより榎町が誕生した。荒川大橋上流
の地域は、かつて広々とした河原で、榎が多数自
生しており、この地域で目標となる木名を地名にし
たもの。 10



「榎町」の榎の伝承
・一本榎（荒川大橋北西）：大木で、祠が祀られて
いた。明治３６年の荒川護岸工事の際に消滅。

・二本榎（熊谷南小学校前）：熊谷宿と石原村の
地境としてあり、明治３６年荒川護岸工事で一本
榎の塚を崩した際、蛇のかたまりが出てきたので、
俵につめて二本榎に移したが、地元の要望があ
り、水野丑松氏の所有地へ移し、塚を建て祀った
のが荒川神社となった。

・五本榎：五本榎合戦または村岡合戦のあった場
所とされる。1381年足利氏満の合戦、1440年一
色伊予守と上杉性順・長尾景仲との戦い、1553年

千葉利胤と上杉謙信の戦いがあった地とされる。
かつて榎塚があったとされる箇所
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「小江川」ーおえがわー

　「小江川」の地形は、丘陵と谷、そして丘陵の裾
を東西に流れる和田川に面した低地と台地です。
この景観に地名の由来がある。室町時代では正
平七年（1352年）、足利尊氏が家臣へ与えた領地
に「小江郷」の名が記されている。

また、オエは「麻植（おえ）」麻を植えた地という意
がある。加えて、川・溝・堀を越えた場所、土地が
肥えている場所、丘陵や山の裾・ふもとなどの意
味のほか、「江川」は溝状の小川を意味する。
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「大麻生」ーおおあそうー

大麻生は、「オオアソ」という名称から
文字化されたといわれる。現地では、
「オアソ」という呼称も残っている。「ア
ソ」とは水の浅いところ、湿地の意味
があり、荒川流域の低湿地から、そ
の名が生じたものと見られる。アソは
「麻生」と当て字となり、麻が生じたた
めの地名ではないとされる。〔『埼玉
県地名誌』〕
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「太井」ーおおいー

太井（おおい）は、大堰からきたと思われる。広瀬から荒川を
分水して用水を導き、この地に大きい幅のある堰をつくった
ので、太井の名ができたとみられる。〔『埼玉県地名誌』〕

なお、「太井」の文字は正保・元禄(1644～1703)の改図には、
「大井」と書いているが、更に古くは「太井」の文字を用いて
いるので、今日の名称は、古称に従ったものとされる。

「大塚」ーおおつかー

地区内にある熊野神社は、大きな円墳上に建立されている。
古墳のことを塚ともよび、まわりからも目立つ大きい古墳で
あったため、「大塚」古墳と呼ばれ、地名となった。 14



「押切」ーおしきりー
　「押切」は、荒川との関連が深い地域。荒
川は名のとおり荒らぶる川で、太古より秩
父山地の土砂を運び、堆積させ、また削り、
氷河期以降現在まで水田として利用される
場所となった。荒川は振り子のように流れ
を変えた。現在の流路右岸に位置している。
　治水整備が未熟であったころ、洪水の勢
いは、一気に堤防をつきくずし、田畑を駆け
ぬけた。そんな災害が何度も繰り返された。
また、稲わらなどを細く切る道具も「押切」と
いい、力まかせに物を断ち切るという意味
から、地名と関係があると推定できる。
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治水等の祈願を込めた
市指定文化財「波乗弁才天像」



「小曽根」ーおぞねー①

１　曽根とは、古い言葉で“埆”という字をあててい
る。川によってできた砂礫の多いやせた荒地を言
う。現在では、その地を開拓したことを意味する言
葉ともいえる。〔『熊谷市史』〕
２　ソネ（曽根）は、ス（石）ネ（根）の転呼。スはシ
（石）の原語、ネは峯、畝などのように丘堆状の地
形にも用いられる。つまり、小石の多い丘堆状の
土地のこととも。〔『日本古語事典』〕
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「小曽根」ーおぞねー①

３　「ソネ」は表土の下部に岩や礫、砂などがある痩
地のところで、礁の名や旧河床の部分をいう名として
各地にみられる。〔『日本の地名・埼玉県地名誌』〕ま
た、県内に見られる多くは、元荒川、古利根川等の
河川の沿岸にある。「ソネ」の地名の発生時代は
1500‐1700年とみられる。〔『日本地名学』〕
４　アイヌ語（オソネイOsonei）から露岩の尻という意
味。〔『熊谷の地名と旧跡』〕
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「上川上」ーかみかわかみー
古河藩領、上川上ノ郷と称した郷があり、の
ちに、この郷が3つの村に分かれた際、この
地は以前の名称から、上川上村と称した。な
お残りの村とは、下川上村（現在の下川上）
と大塚村（今の大字大塚）〔『成田村誌』〕

保元物語に出てくる川上三郎が住み、ここの
地名をもって、その姓としたという。その後戦
国時代は成田氏の家臣山田氏の所領となり、
江戸時代初めは、天領、幕末には古河藩領
となった。明治22年上之、箱田の両村を合併
して成田村を設置した。

18

古河藩家臣の出身の画
家、奥原晴湖は上川上
村に画室を構え、制作を
続け、多くの門下生を育
てた。



「上中条」ーかみちゅうじょうー
中条の名は、条里制によっておこったものとみ
られ、その遺構もある。条里制とは、「大化の改
新」の土地管理と開拓の制度として定着化した。
土地を区画する際、縦の方向を里（り）、横の方
向を条（じょう）とし、多くは北から南へ一条、二
条と数えた。この条が地名となり残っている。こ
の地の荘官として中条氏が館を構え、後に常
光院となった。また、同地区の中条古墳群から
は重要文化財の「馬型埴輪」「短甲武人埴輪」
などが出土している。〔『熊谷市史』〕
現在は、上中条・下中条の二つにわかれた。下
中条は、現在行田市に属する。
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常光院
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「奈良」ーならー 
１　「奈良」には、平地の意味があり、「ナラ」
す（平にする）から出たものと思われる。柳田
国男氏は「武蔵の奈良氏は中世の名門であ
る。この地名の新しくないことは明らかである。
人が奈良に注意したのは、その地が、居住・
耕作・狩猟のために便宜が多いからであ
る。」と述べている。また朝鮮系の国を意味す
る「ナラ」からの説もある。〔『埼玉県地名誌』〕 
２　奈良神社の祭神　奈良別命（ナラワケノミ
コト）から奈良の地名が生じた説。  

奈良神社

横塚山古墳



「上之」ーかみのー①
「上之」又は「上」とも称し、古くは成田村と呼
ばれていたが、その後、成田上村、成田中
村、成田下村と分けて呼ぶようになり、後年
成田の二字を省き、さらに、中、下の唱えを
廃して上村に合併したので上村、上之村と
呼ばれるようになった。〔『埼玉県地名誌』〕
成田氏は、ここに住んで、この成田をその姓
とした。上之にある小字、堀の内は成田氏が
忍に移るまでの数代の間、ここに館を設け、
市史跡「成田氏館跡」となっている。

21

成田氏館跡



「上之」ーかみのー②
成田氏が忍城に移ったあと、村民たち
は成田之郷と呼ぶのをはばかり、「御
上の村」と唱えたのにはじまり、天正
年間に至って「御」の字を省略して「上
之村」と名付けた。〔『成田村誌』〕

雷電神社が鎮座している地なので「神
之村」と呼ばれていたが、それがいつ
の頃からか「神」が「上」に変わってし
まい、上之村と呼ばれるようになった。
〔『忍名所図会』より〕
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上之村神社（正面奥）
雷電神社（左側）



「川原明戸」ーかわらあけとー
「明戸」は、古くは「悪戸」と記した場所が多い。「アク
ト」は「アクタ」（圷）から出た言葉で、上流から流出した
土砂が堆積した場所、川添平地の意味であるから、こ
の土地は水害がひんぱんに起こり、更に湿地であった
ため耕作にも適さず、人々は悪を用いて悪戸と書いた
とされる。
その後、堤防の技術が進み人工の排水が行われ、耕
作が出来、人々が住みつき、村を形成するようになっ
た。そうなると悪字を用いる必要もなく、好字であり、し
かも開発の意味もある「明」を用い「明戸」とした。〔『埼
玉県地名誌』〕 23



「久下」ーくげー
１　文武天皇の世（701年）大宝律令によって定めら
れた土地制度で、全国の国、郡、各々に国司、郡司、
里長が置かれた。郡司の治所（郡役所のあるところ）
を郡家と書き、音読みで「クゲ」「グウケ」と読んだとこ
ろから転じて郡家の所在地を久下と書くようになった。
〔『地名の研究』〕
２　「崩潰」を意味する古語。「クケ」とは、水が漏って
貫ける意味。洪水のために堤が崩壊されたために、
この名が生じたと解される。久下を地形的に見ると、
古くは荒川の氾濫地域であった。〔『埼玉県地名誌』〕
３　アイヌ語（Kukei、クケイ）で、川場漁をとるところ
の意味。久下は荒川のそばにあり、川でよく魚がと
れたので、この名が生じた。〔『熊谷の地名と旧跡』〕
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元荒川ムサシトミヨ生息地と
ムサシトミヨ



「久保島」ーくぼじまー
１　久保島という名前のうち、島とはその名
が示すとおり、荒川の搬土作用によって生ま
れたものと思われる。（中洲や自然堤防）久
保とは窪のことで窪地、凹んだ土地のことで、
実際、正保、元禄の郷帳には「窪島」と記さ
れている。よって、久保島とは、窪地にある
島から名称となった。〔『埼玉県地名誌』〕
２　島（シマ）は低地の場合、川沿いの耕地
や在所を示す意味もあり、窪地にある川沿
いの耕地や在所のこと。〔『埼玉県地名誌』〕
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「肥塚」ーこいづかー
肥塚（こえづか）はヒツカの転化から。下美作左
衛門大夫家泰の書状に「武蔵国大里郡枇塚（ヒ
ツカ）郷」と記されている。ヒツカ（枇塚）とは火塚
の意味で、火の雨塚ともいい、火の雨が降った
ときかくれた塚という伝説がある。「火塚（ヒツカ）
（火の雨塚）→枇塚（ヒツカ）→肥塚（ヒツカ）→肥
塚（コエツカ）」〔『埼玉県地名誌』〕

肥塚は、枇塚・声塚とも書き、肥塚氏の所在地で
ある。同地内には、肥塚太郎光長の墓であり、
康元二年（1257）銘の板石塔婆が残されている。
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肥塚氏板石塔婆



「佐谷田」ーさやだー
１　サヤ（佐谷）には、小川、水溝の意味
があり、谷は（や）で（たに）のみの意味で
はなく、水辺に萱やよしなどの多く生える
低湿地に与えられた地名。このため「谷」
のつく地名は山地よりも、平野に多い。
〔『埼玉県地名誌』〕
２　土地の人々は、サエダと呼んでいる。
これによると、「サエダ」は、「サエド」の転
化と考えられ、道祖（サエ）の神を祭ると
ころの意味からこの名がついたと思われ
る。〔『埼玉県地名誌』〕 27

佐谷田神社



「塩」ーしおー 
江南地域に南西部に位置する「塩」は
「塩」との関係は明らかではない。地名
辞典などには、「シオ」はシワと同じ意
味を持ち、山間の入り組む地形を指す
としている。林間のシワを寄せて土地を
開拓し農地とする「谷津田」からの派生
とされる。地域の南部にある塩古墳群
を造った人々は、この地にいち早く米作
りを成功させたと考えられ、稲苗が育ま
れていた地であることが推定される。
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塩古墳群



「拾六間」ーじゅうろっけんー
１　拾六間は、十六軒の当て字である説。この名は、十六軒で村
の草創を語る地名と思われる。〔『埼玉県地名誌』〕
２　前九年の役の際、源頼義が来て隣の三ヶ尻村に宿陣を置い
た。武家たちは、この地に長さ十六間ほどの兵舎をたてて泊まっ
たので、それから、この地を拾六間と呼ぶようになった。
　『拾六間村々誌』：「人皇七拾代後冷泉院天皇　御宇天喜五年
（1057）逆賊安部ノ頼時追伐勅命ヲ征夷大将軍源頼義公下向ノ
際　隣村三ヶ尻ノ里ニ於テ奥州ノ方ニ向テ御宿陣アリ。依テ地名
ヲ十六間村ト唱ケリ」
３　一説には、長さ十六間ほどの兵舎ではなく、16の兵舎を建て
たので、はじめは十六軒であったが、それがいつの頃からか軒が
“間”に変わったものとされる。〔『拾六間村々誌』〕
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「末広」ーすえひろー
熊谷染の染色業者である扇屋・高木鶴吉
は、明治16年（1883）、上野―熊谷間の鉄
道敷設に際し、駅の敷地及びこれに通じる
道路敷を日本鉄道に寄附し、熊谷駅の実
現を図った。

大正５年（1916）に、前年に行われた大正
天皇の即位の礼・御大典記念の町名募集
が行われ、現在の駅前通りより県立熊谷
女子高脇の道路までを、高木家の屋号で
ある扇屋にちなみ、末広町と名付けられた。

30

熊谷市末広にある熊谷女子
高校のシンボル「鈴懸の木」



「須賀広」ーすがひろー
　「須賀広」は、江南台地の南側で和田川
に面する地域。西南方向に緩やかに傾斜
する平坦な地形と同方向に谷津が入り込
み、奥には沼が造られている。地名辞典
等によると「スガ」又は「スカ」は、「清々し
い場所という土地柄」の意味と、菅の生え
た未開墾の場所」等の意味がある。「ヒ
ロ」は、平たく広がっている地形を意味す
る。大沼をはじめ複数の沼地がある。
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大沼での漁

須賀広ささら獅子舞



「玉井」ーたまいー 
１　奈良時代、興福寺の僧侶が、東国に旅し当地に
至った時、両眼を病んだので薬師如来を安置して祈
念療養中、ある夜、夢のお告げにより、井戸を掘っ
てその水で眼を洗ったところ、たちまち治癒した。こ
の井戸を掘ったとき宝玉が2つでてきたので玉の井
と呼ぶようになった。

２　玉井寺の境内に涸れることのないない古い井戸
があり、水面に宝珠の形があらわれるので玉井の
名がある。〔『埼玉県地名誌』〕 
３　「北武蔵名跡志」に「玉井寺の玉井美泉也」と記
されており、玉のような清冽な泉によって玉井の名
がおこったと思われる。〔『埼玉県地名誌』〕  玉井は、
川の溜り（たまり）の転化とも。玉井四郎が治めた地。

32

玉井寺・玉井四郎墓

　玉井神社本殿



「新島」ーにいじまー
　元来、玉井村の内であったのを文禄のころ新島右近が開墾
し一村となしたので、開墾者の名をとって村名にしたものとみら
れる。〔『埼玉県地名誌』〕
慶長13年の水帳には、玉井村新島分と載せ、正保の改めには
玉井新田と記され、元禄の改めには、新島村と書いている。

「新堀」ーにいぼりー
新しい堀という意味、堀とは用水のことであろう。
もとは畑村といったが、慶長の頃に、奈良堰用水が新しくでき
たので「新井堀村」と改め、のちに新堀村となった。
〔『熊谷市史』〕
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籠原ーかごはらー
籠原の地名は、当地の古い字名で
ある「籠原」（こもりはら）から文字の
みをとって付けたものである。「籠
り」とは沼地の意であるとされ、また、
水を分配する水分（みくまり）の神が
住む所で、「みくまり」から「くまり」
「こもり」になったともいわれている。
なお、地区としては新堀新田、新堀
に該当する
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昭和４０年代の籠原駅



「別府」ーべっぷー①
１　武蔵国は、範囲が広く、国府の外に
支庁である別府を置く必要があり、熊谷
と越谷に置かれたとされ、ここから別府
の地名がおこった。〔『埼玉県史』・『熊谷
市史』〕
２　別府は、“別符”の転化で、別符とは
大宝律令の田令にある別勅旨のことで、
別勅によって定められた土地。この地が
それであったため、別符→別府の地名
がおこった。〔『埼玉県地名誌』〕
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別府城跡・東別府神社

西別府祭祀遺跡



「別府」ーべっぷー②
３　別府の「府」は当て字で、本来は「符」で太政官符
を意味し、荘園新立の時代において別官符（追加開
墾状）を得て開墾した新開地をさす。〔柳田国男氏・
『埼玉県地名誌』〕
４　新しく開発されたところの地名、なお村の北方は低
地であり水田が広がっている。〔『熊谷市史』〕
５　アイヌ語（Betputu）ベップト　川口の村と解す。かな
り昔、河川がここで古東京湾に流入していたと思われ
る。水路・陸路と交通の要地でもあり、したがって文化
も早く入ったと思われる。〔『熊谷の地名と旧跡』〕
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「箱田」ーはこだー
その名が示すとおり、箱状の田がたくさんあったことからその名が
生じたものと思われる。〔埼玉県地名誌〕「新記」によればそのころ
（江戸時代後期）は、まだ小さな村だったらしく、上ノ村新田箱田村
と記されている。

「原島」ーはらじまー
１．原島の「原(ハラ)」は原野の意味ではなくて、ハリ（墾）の転化で
あろう。シマ（島）は、村落の意味があり、つまり－開墾地（原）に居
住すること（島）によってこの名が生じた。〔『埼玉県地名誌』〕
２．アイヌ語（harasyumaハラシヌマ）で広い石原のことをさす。この
地もかつて荒川の流域であり、広い河原であったとされる。江戸時
代には、徳川氏の直轄地、旗本知行地であった。
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「平塚新田」ーひらつかしんでんー
「平塚」の「塚」は、古墳という意味があるので、古墳か、さもなくば、古墳のような
小山か岡があったものとみられる。「新田」とは文字のごとく、新しく開発された土
地のことをさす。〔『地名語源辞典』〕

「平戸」ーひらとー
地形からきており、平たいところだったので、この名がおこった。この地を開拓した
藤井家が九州長崎の平戸から来訪し名付けたという説も伝わる。

「広瀬」ーひろせー
瀬とは、川の流れが浅くて早いところの意味であるから、広瀬とは、川の流れが
（ここでは荒川をさす）広く、浅く、はやいところのこと。

「武体」ーぶたいー
武体（ブタイ又はムタイ）は“ムタ”より出たものと思われる。
“ムタ”とは、方言で湿地、沼田の意味がある。この地が荒川沿岸の低地にあるの
で、この名が生じたものとみられる。〔『埼玉県地名誌』〕
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「弁財」ーべんざいー
原の郷長井庄忍領に属し、昔弁財天の古社があったことが起因となって
村名になったと伝えられる。当初より天領にして代官支配の地である。

「万吉」ーまげちー
１　マキ（牧）の当て字から、マキ（牧）→マキ（万吉）→マゲチ〔『埼玉県地
名誌』〕。隣接する「村岡」（群れ岡）には小高い岡がたくさんあった。
２　条里制に基づく牧津里の遺名から。〔『埼玉県地名誌』〕
３　マゲチは“マケチ”の転化ではないかと思われる。“マケチ”の“ケチ”
は、立入るとたたりがあるとされたところで、“マ”は接頭語である。
４　曲地の意味。つまり、曲地（マガリチ）がなまったものか。

「間々田」ーままだー
間々田は利根川沿岸の地であるがままの意は崩れ岸の意と解せられ、
ままはアイヌ語で「めめ」（崩壊を意味する言葉）からきた言葉であると
言っている。
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「御稜威ケ原」ーみいずがはらー
昭和時代初旬までは、この地は、松、なら、くぬぎなどが
生いしげる深い林であったが、昭和10年2月、突如として
三尻飛行場が設置されることになり、その秋までに林は
伐採され飛行場が設置された。
そして、昭和13年10月10日、天皇陛下が行幸され、航空
兵の訓練や高等飛行を御覧になられた。時の飛行学校
長江橋英次郎陸軍中将は、この時の感激を残そうと、
「さしつけに仰ぎまつれる大御稜威伝えてはげめ空の益
良雄」と歌い、そうして当時の飛行場を「御稜威ケ原」と名
付け、これにより、この地一帯を御稜威ケ原と呼ぶように
なった。
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「三ヶ尻」ーみかじりー
１　地域内にある狭山（観音山）の形が、かめの一
種「瓺」をふせた尻を見るようなので、「みかのしり」
がみかじりになったと思われる。
旧来、みかじりのことを甕尻、瓺尻、瓶尻、三箇尻
などと書いた。甕も瓺も、瓶も、いずれも「かめ」のこ
とをさす。〔『埼玉県地名誌』〕
２　「新記」によれば、「那珂郡瓺ミカ（菱に玉）神社
があり、今もその郡内広木村にありという。この地
がそれらの神領の地でもあった」と書かれており、
瓺ミカ（菱に玉）神社の神領の地であることから、こ
の名がおこったものと思われる。
３　幡羅、榛沢、大里、三郡の尾が接しているため
に三箇尻と称し、それが三ヶ尻となった。 41

三ヶ尻観音山

渡辺崋山『訪瓺録』
　　　（ほうちょうろく）



「弥藤吾」ーやとうごー
弥藤吾は、近世までは「弥藤五」と表記さ
れる。享保17年（1732）に成立した妻沼
聖天山の縁起である「歓喜院本聖天宮
縁起」には、斎藤五の子が弥藤五を名乗
りその地を治めたとされる。斎藤五は、
平安時代末期の武将・斎藤実盛の子ど
もで、弟の斎藤六とともに『平家物語』等
で平氏最後の嫡子とされる平六代に最
後まで仕えた人物として描かれている。
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氷川神社

福寿院
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木造阿弥陀如来立像：平成２９年１１月、市史
編纂のため市内の仏像の調査中、熊谷市代
の東善寺で発見した。複数の仏像と一緒に箱
に入っていたが、像の目鼻立ちや着衣の衣
文表現などが快慶に共通しており、東京国立
博物館に調査を依頼。Ｘ線コンピューター断
層撮影（ＣＴ）の結果、仏像の構造の詳細や
内部に紙包み（高さ３６センチ、幅６・６センチ、
厚さ４センチ）があることなどが分かった。

　それらによると、木造阿弥陀如来立像は像
高６９センチ。鼻先や手先の一部などを除き
ほぼ完全な形で残っている。



源宗寺本堂・平戸の大仏
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終


