
熊谷の古寺巡礼

熊谷市立江南文化財センター　山下祐樹

寺院から捉える熊谷の郷土と信仰の歴史

源宗寺大仏(平戸の大仏）
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市政宅配講座：吉岡公民館　2019-11-13

源宗寺本堂



宗教法人登録

　神社本庁　約45件
　（実際の神社数　約120件）

　寺院系　約１２０件
　（実際の寺院数　約150件）

　キリスト教系　約6件
　（実際の教会数　約10件）

　天理教　約20件　　その他

　参考：埼玉県総務部学事課「宗教法人一覧」関連資料

熊谷市内の寺院数
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安養院　熊谷市今井868
延命院　熊谷市上中条809-1
観照院　熊谷市久保島1762
光照寺　熊谷市今井884
光明寺　熊谷市小曽根1131
弘誓寺　熊谷市今井908
釈迦寺　熊谷市須賀広240
常安寺　熊谷市塩420
常光院　熊谷市上中条1160

天台宗

正法寺　熊谷市上須戸845-2
西光寺　熊谷市小島72
尊乗院　熊谷市久保島1727
大光寺　熊谷市久保島1664
普門寺　熊谷市千代425-1
國性寺　熊谷市中奈良1310-1
圓照寺　熊谷市星川1-1
實相院　熊谷市上中条918-1
寶乘院　熊谷市下川上28
寳幢寺　熊谷市押切134
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法華経を根本経典とする大乗仏
教の一派。

575年、隋の智顗(ちぎ)が天台山
にこもって大成。日本へは奈良時
代に唐僧鑑真(がんじん)が初めて
伝え、平安初期に最澄が比叡山
に延暦寺を建て開宗。のち、山門
派と寺門派、さらに真盛(しんぜ
い)派に分かれた。 

天台宗とは
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阿弥陀寺　 熊谷市永井太田1388-1
安養院   　　熊谷市飯塚437
医王寺         熊谷市妻沼小島2770
医王寺         熊谷市中奈良1146
円満寺         熊谷市妻沼台916
花蔵院         熊谷市妻沼1660
歓喜院         熊谷市妻沼1627
観音寺         熊谷市上中条2018
観音寺         熊谷市八木田198
弘法寺         熊谷市間々田61
正藏寺         熊谷市永井太田1054-
1
西光院         熊谷市上須戸1489
西福寺         熊谷市奈良新田320
大性寺　　　熊谷市上根474

高野山真言宗 

長慶寺　熊谷市西城93
長慶寺　熊谷市中奈良1995
長勝寺　熊谷市男沼45-1
東光寺　熊谷市上奈良953
能護寺　熊谷市永井太田1141
能泉寺　熊谷市上江袋57
普門寺　熊谷市出来島52
福生寺　熊谷市日向1154
宝蔵院　熊谷市江波391
薬王寺　熊谷市弁財182
来迎寺　熊谷市飯塚913
龍泉寺　熊谷市善ヶ島187
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弘法大師空海(774～835)
が唐で学んだ密教を教義
に平安初期に開いた。高
野山真言宗は宗派の一つ。
総本山は高野山金剛峯寺。 
真言宗の信徒のうち、約半
数は高野山真言宗に属す
る。古義、新義の分類。

高野山真言宗
（真言宗）とは
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一乗院　熊谷市上之2891-1 
永福寺　熊谷市佐谷田404 
観音寺　熊谷市下増田866 
観音寺　熊谷市下奈良913 
吉祥寺　熊谷市原島682 
玉井寺　熊谷市玉井1888 
金錫寺　熊谷市戸出1077 
金蔵寺　熊谷市中恩田546 
金胎寺　熊谷市中曽根144 
光福寺　熊谷市玉井1014 
常永寺　熊谷市小泉17 
浄安寺　熊谷市御正新田248 
真光寺　熊谷市樋春297 
真宗寺　熊谷市石原1122 
成就院　熊谷市肥塚2-6-1 
正福寺　熊谷市沼黒779 
西明寺　熊谷市津田120 

石上寺　熊谷市鎌倉町36 
大乗院　熊谷市中奈良1714 
大福寺　熊谷市小八林1387 
超願寺　熊谷市平戸470 
長福寺　熊谷市佐谷田3488 
福寿院　熊谷市弥藤吾2002 
福聚院　熊谷市太井2248 
文殊院　熊谷市箱田7-1-5 
妙音寺　熊谷市上奈良702 
無量寺　熊谷市市ノ坪239 
利永寺　熊谷市下奈良796 
龍昌寺　熊谷市柿沼499 
蓮華院　熊谷市四方寺77  

真言宗智山派 
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真言宗から分かれた新義真言宗の一派で
真言宗豊山派と並ぶ。
宗祖覚鑁(かくばん)は真言宗の教義に念
仏を加味し、高野山の大伝法院にあって
布教に努めたが、その教勢が高野本山を
しのいだため紛争を生じ、1140年円明寺を
開いて分立した。
頼瑜(らいゆ)は教義面を補強して、1228年
根来寺を中心に宗派として独立させた。
1585年豊臣秀吉の根来寺焼打によって、
玄宥(げんゆう)は京都に移り、東山の智積
院を総本山とし、智山派と称した。 

真言宗智山派
とは
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成就院　熊谷市俵瀬588 

大正寺　熊谷市新堀703 

徳蔵寺　熊谷市拾六間689 

宝蔵寺　熊谷市大麻生438-1 

龍泉寺　熊谷市三ケ尻3712 

真言宗豊山派 
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真言宗の新義真言の一派。
総本山は奈良県桜井市の長
谷寺。真言宗智山派と同じく
覚鑁(かくばん)を開祖とする。
織田信長のため根来寺を追
われた専誉が、1587年豊臣
秀長に保護され、長谷寺に
入って以来、一派を形成。専
誉を中興の祖とする。 

真言宗豊山派
とは
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久山寺　熊谷市星川2-41 
熊谷寺　熊谷市仲町43 
新照寺　熊谷市新島158 
西光寺　熊谷市新堀919-1 
大龍寺　熊谷市葛和田898 
明道寺　熊谷市川原明戸182 
蓮昭寺　熊谷市箱田2-11-6 
•  

  
 浄土宗 
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平安末期、法然上人
源空を宗祖とする浄土
教の一派。浄土三部
経を所依の聖典とする
が、特に観無量寿経を
重視して、専修念仏に
よって極楽浄土への
往生を宗旨とする。総
本山は京都の知恩院。 

浄土宗とは
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曹洞宗 

玉泉寺　熊谷市玉作3389
見性院　熊谷市万吉797
香林寺　熊谷市東別府799
高雲寺　熊谷市村岡396
慈眼寺　熊谷市田島238
集福寺　熊谷市下奈良551
常楽寺　熊谷市中奈良1956
浄泉寺　熊谷市下川上179-1
瑞林寺　熊谷市妻沼2485
西光院　熊谷市小曽根1030-1
静簡院　熊谷市成沢1125
泰蔵院　熊谷市上之535
東光寺　熊谷市上之1975
源宗寺　熊谷市平戸642

東善寺　熊谷市代944
東竹院　熊谷市久下1834
梅岩院　熊谷市池上713
白林寺　熊谷市久保島1773
文殊寺　熊谷市野原623
保安寺　熊谷市箕輪180
保泉寺　熊谷市小江川1317
報恩寺　熊谷市円光2-8-1
宝光寺　熊谷市板井973
宝珠院　熊谷市道ヶ谷戸211
宝性寺　熊谷市新堀295
満讃寺　熊谷市小江川827
薬師寺　熊谷市楊井67
龍昌寺　熊谷市大塚367
龍淵寺　熊谷市上之336
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禅宗の一派。鎌倉時代に
道元が入宋して伝えた。福
井県の永平寺と神奈川県
の総持寺とを大本山とする。
名は、中国で大成した洞山
良价と弟子の曹山本寂に
よるといい、また禅宗六祖
慧能(えのう)が説法した曹
渓と洞山良价の活躍した洞
山によるともいわれる。 

曹洞宗とは
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安楽寺　熊谷市西別府2044 
玉洞院　熊谷市妻沼2404 
長井寺　熊谷市弥藤吾1979 
長昌寺　熊谷市八ツ口869 
 

  
臨済宗円覚寺派 

 
円福寺　熊谷市広瀬31 
幸安寺　熊谷市三ケ尻1523 
正光寺　熊谷市大麻生1100-1 
全昌寺　熊谷市小島349  
 
 松岩寺　熊谷市本石1-102 
東漸寺　熊谷市石原334 
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禅宗の一派。唐の臨済義玄を開祖と
し、のち黄竜派と楊岐派が立ち隆盛
に導いた。日本には栄西が黄竜派の
法を受けて建久2年（1191）に帰国、
初めて伝えた。参禅問答による自己
究明を宗風とする。
現在は、天竜寺派・相国寺派・建仁寺
派・南禅寺派・妙心寺派・建長寺派・
東福寺派・大徳寺派・円覚寺派・永源
寺派・方広寺派・国泰寺派・仏通寺
派・向嶽寺派の14寺派、および相国
寺派から分かれた興聖寺派がある。 

臨済宗とは
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養平寺　熊谷市原島1192 

 
真言宗霊雲寺派 

本山修験宗 観音院　熊谷市万吉2020-1 

円光寺　熊谷市銀座3-30 

賢勝院　熊谷市桜木町1-62 

顕妙寺　熊谷市石原2-39-3 

妙法感応教会　熊谷市赤城3-137
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鎌倉時代に日蓮が開いた。法華経を所
依(しょえ)とし、南無妙法蓮華経の題目
を唱える実践を重んじ、折伏(しゃくぶ
く)・摂受(しょうじゅ)の二門を立て、現実
における仏国土建設をめざす。のち、分
派を形成。法華宗。 

  
 

 日蓮宗

 

浄土宗の開祖である法然(ほうねん)の弟
子の親鸞(しんらん)を開祖とする浄土教の
一派。浄土三部経を所依の経典とするが、
特に無量寿経により阿弥陀仏の本願の信
心を重視し、称名念仏は仏恩報謝の行で
あるとするのを宗旨とする。真宗。門徒宗。
一向宗。  
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古寺の発祥と歴史

妻沼聖天山・歓喜院本殿
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高雲寺は、祥山玄禎（慶安3年
1650年寂）が開山となり創建し
たとされる。新編武蔵風土記稿
による高雲寺の縁起

（村岡村）高雲寺

 禅宗曹洞派、幡羅郡下奈良村
集福寺末、湖東山と號す、開山
は祥山玄禎、慶安三年三月九
日寂す、本尊釋迦を置、客殿に
元禄十二年鑄造の鐘をかく
（『新編武蔵風土記稿』より）

曹洞宗
湖東山 高雲寺
（熊谷市村岡396） 
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小林李坪 句碑
「雁去つて水は四澤に

溢れけり」

小林李坪（1865-1927）
幼少期、村岡村出身で高雲寺の養嗣
子となった後、和仏法律学校などで
学び、台湾総督府をはじめ国内外で
の官吏遂行を担ったほか、子規門下
の俳人として活躍。明治37年（1904）、
李坪らを主宰として俳誌「相思樹」を
創刊し、台湾での俳句界の育成とホト
トギス系の継承を進めた。子規門下
の著名な俳人との交流でも知られて
いる。晩年は故郷の村岡に戻り、歴史
研究や村史の編纂に努めた。
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熊谷寺は、熊谷直実
（法名蓮生）が出家後、
元久2年（1205）彼の旧
居に蓮生庵として創建
したと伝えられる。その
後、天正年間に熊谷寺
として中興、慶長9年に
は、徳川家康より30石
の御朱印領を拝領、江
戸幕府より数多くの下
賜を受けた。

熊谷寺

（熊谷市仲町43 ） 
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報恩寺
報恩寺は、昔熊谷直実の
子直家が、父の没後菩提
の為に浄土宗寺院として
創建、江戸時代に報恩寺
と改号、のち萬室察和尚
（享保2年・1717年寂）が曹
洞宗へ改宗し中興開山し
たと伝えられる。当寺の本
尊は熊谷直実の娘千代鶴
姫玉鶴姫の開基・守仏とし
て崇拝されている。

（熊谷市円光2-8-1）
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真言宗智山派寺院の石
上寺は、星河山千手院
と号する。寛文11年
（1671）僧榮光が創建し
ました。開基は、僧榮光
の父で熊谷宿の本陣・
竹井新左衛門信武と記
されている。熊谷七福
神の毘沙門天や忍領三
十四所3番として巡礼さ
れている。

石上寺 

（熊谷市鎌倉町36）
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臨済宗妙心寺派寺院の
東漸寺は、法雲山地蔵
院と号する。東漸寺は、
古地頭城和泉守昌茂
（法名南圭宗志居士、
寛永3年1626年卒）が開
山、樵南紹能（正保4年
1647年寂）が開山となり
創建したと伝わる。 

東漸寺

（熊谷市石原334） 
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真言宗智山派寺院の成
就院は、肥塚山阿弥陀
寺と号する。成就院は、
僧欽照（永正元年1504
年寂）が開山したとされ
る。成就院は、熊谷市
指定文化財の古塚古墳
石棺や、肥塚氏供養板
石塔婆を所有管理して
いる。 

成就院

（熊谷市肥塚2-6-1）
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一乗院は、栄泉法印
（慶長4年1599年寂）が
開山したといい、成田太
郎助廣の庶子秋葉七郎
に所縁のある寺とも言
い伝えられている。江戸
期には、近郷の48ヶ寺
の末寺を擁した本山格
の寺院であり、慶安元
年（1648）には寺領30石
の御朱印が拝領された。 

一乗院 

（熊谷市上之2891-1 ）
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曹洞宗寺院の龍淵寺は、太平山と
号する。龍淵寺は、成田家中興の
祖成田左京亮家時（法名淵休院功
山宗勇、応永27年1420年寂）が開
基、皿尾村の阿弥陀堂に寓居して
いた和庵清順（寛正5年1465年寂）
を招聘して開山として、応永18年
（1411）創建、成田家の菩提寺と
なった。徳川家康が江戸入府の時、
当時の住僧呑雪が、三河出身で、
徳川家康と幼少より昵懇だったこと
から、曹洞宗の総録を打診されたも
のの謝絶し、寺領100石の御朱印
状を拝領したとされる。忍領三十四
所8番。 

龍淵寺

（熊谷市上之336）
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曹洞宗寺院の泰蔵院は、成
田山萬福寺と号する。泰蔵
院の創建年代は不詳ですが、
もと時宗寺院だったものを、
成田内匠助泰蔵が中興開基、
龍淵寺八世栄泉明庵祖果
（天正8年1580年寂）を中興
開山として、曹洞宗に改宗、
成田山泰蔵院と改号の上中
興したとされる。明治7年に
は成田小学校が泰蔵院境内
に開校していた。 

泰蔵院 

（熊谷市上之535）
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曹洞宗寺院の源宗寺は、藤
井山と号する。源宗寺は、藤
井雅楽助（法名正山善心、
寛永7年1630年寂）が開基、
源宗が開山となり創建したと
される。開基は、僧榮光の父
で、熊谷宿本陣の名主竹井
新左衛門信武と記されてい
る。本尊は薬師如来と観音
菩薩の二体で、共に開山の
源宗が制作、「平戸の大とぼ
け」と呼ばれている。

源宗寺 

（熊谷市平戸642）
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真言宗智山派寺院の玉井寺は、瑠
璃光山と号する。玉井寺の創建年代
等は不詳ながら、藤原小黒麻呂に
命じられて四神相応の地を見立てる
ために旅をしていた興福寺の僧賢璟
が、当地の井戸から二つの宝珠が
出てきたため、この井戸は「玉の井」
と名付けられ、宝珠の一つを寺宝と
して創建したとされる。
当地周辺に成田四郎助實（玉井四
郎）の屋敷があり、玉井四郎が開基
としても伝わる。賢海（寛永17年1640
寂）が中興、慶安２年に（1649）は寺
領15石の御朱印状を拝領した。熊谷
七福神の布袋に該当する。 

玉井寺

玉井四郎の墓 （熊谷市玉井1888）
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曹洞宗寺院の東竹院は、梅籠
山久松寺と号する。東竹院は、
久下次郎重光（法名東竹院久
遠願昌居士、建久7年1196年
寂）が開基、月擔承水法師（安
貞元年1227年寂）が開山となり
創建、深谷城主上杉三郎憲賢
が中興開基、的翁文中が中興
開山となり中興したとされる。江
戸期には、寛永19年（1642）に
は寺領30石の御朱印を拝領、
忍領三十四所4番、熊谷七福神
の寿老人に該当する。 

東竹院

（熊谷市久下1834）
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常光院は、中條出羽守藤次
家長が開基となり、祖父常光
の菩提を弔うため、比叡山金
海法印を迎えて、本人の館
を寺として建久3年(1192)創
建、慶長９年（1604）には徳
川家康より寺領三十石の御
朱印状を拝領した。天台宗
の別格本山寺院である。境
内は「中条氏館跡」として県
指定史跡であり、茅葺屋根
の本堂は市の指定文化財建
造物に指定された。 

常光院

（熊谷市上中条1160）
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三ヶ尻龍泉寺は、真言宗豊山派に属す
る。 観音山に位置する境内は、約五千
平方メートル、本堂は昭和九年に改築、
観音堂は延享４年（1747）、仁王門は天
保３年（1832）、山門は天保４年、鐘楼
は明治初年、水屋は明治１４年の建立
である。
天保二年、幕末の志士渡辺華山は主
君三宅藩の旧領地である当地三ヶ尻を
調査のため訪れ、龍泉寺に逗留し三ヶ
尻領を実地に調査し「訪瓺録」三巻を
著した。また、仁王門の松図格天井絵、
双雁図（共に県指定文化財）を寄進し
ている。
  

龍泉寺（三ヶ尻）

（熊谷市三ヶ尻3712）
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集福寺は、圓明國師（永仁6年
1298年寂）が臨済宗寺院として
創建、式部大輔助高十代成田下
総守親泰（法名貞岡宗蓮菴主、
大永4年1524年卒）が開基となり、
永正年間（1504-1520）に桂室秀
芳（天文18年1549年寂）が曹洞
宗寺院に改めた。慶安年間には
寺領20石の御朱印状を拝領した。
当時歴代住職のうち、桂岩（慶長
3年1598年寂）は徳川家康の命
により江戸に出府し金峯山高林
寺（とげぬき地蔵で知られる）を
創建するなど、数多くの末寺を擁
する本寺格の寺院となった。  

集福寺 

（熊谷市下奈良551）
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安楽寺は、藤原不比等淡海
が丈六の三尊を安置して養
老年間（717-724）に草創さ
れたと伝わる。その後、武蔵
国師藤原式部大輔任助の二
男別府左衛門行隆が六阿弥
陀を追加し、九品仏堂を建立
した。安楽寺は、その九品仏
堂の別当として、繁室玄茂和
尚（文和2年1353年寂）が開
山となり創建したとされる。現
在、江戸時代に再建された
九品仏が安置されている。

安楽寺

（熊谷市西別府2022）
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治承3年（1179年）に、長井庄（熊谷市
妻沼）を本拠とした武将齋藤別当実
盛が、守り本尊の大聖歓喜天（聖天）
を祀る聖天宮を建立し、長井庄の総
鎮守としたのが始まりとされている。
その後、建久8年（1197年）、良応僧
都（斎藤別当実盛の次男である実
長）が聖天宮の別当寺院（本坊）とし
て歓喜院長楽寺を建立し、十一面観
音を本尊としたと伝わる。

中世には忍城主の庇護を受け、近世
初頭には徳川家康によって再興され
たが、寛文10年（1670年）の妻沼の大
火で焼失した。現存する聖天堂（本
殿）は、享保から宝暦年間（18世紀半
ば）にかけて再建されたものである。

妻沼聖天山
歓喜院

（熊谷市妻沼1511） 37



高野山真言宗能満山能護寺は、
天平15年（743年）に国家安穏・万
民豊楽と五穀豊穣を祈願のため
行基上人が開山し、後に弘法大師
空海が再建されたと伝えられてい
る。近年、妻沼の「あじさい寺」とし
て親しまれている。
鐘楼の鐘は、元禄14年（1701年）
に鋳造された。現在の本堂は文化
11年（1814年）に再建された。内陣
に大日如来、外陣に阿弥陀如来を
安置した堂内の格天井（十六羅漢
図）には、金井烏洲・岩崎榮益・樋
口春翠などの花鳥獣が色鮮やか
に描かれている。
  

能護寺

能護寺の鐘楼とあじさい

（熊谷市永井太田1141）
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文殊寺は、古くは能満寺を発祥とし
て、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
重富が再建した。その際に知恵をつ
かさどる文殊菩薩を祀り、文殊寺と
称したことに始まる。 『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
が記載されているが、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、江戸時代中期
に建立された朱塗りの門である仁王
門だけとなっている。 

文殊寺

（熊谷市野原623）
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市指定有形民俗文化財

「愛染明王」

・古寺を庇護した武将や民衆との関わりを知る。

・信仰の拠り所、地域の文化的拠点となった歴
史を知る。

・現代における寺の意味を考える・古寺を学び、
古寺の危機について考える。
・地域コミュニティと寺院との新たな関係の構築
・寺院が有する文化財と文化遺産の継承
・古寺の保存や巡礼に対する新たな取り組み

　　　　　　　　　　　　　　　　　終

熊谷の古寺から熊谷の歴史を学ぶ。
古寺と地域コミュニティの関わりを考える。

寶乗院愛染堂
（熊谷市下川上32）
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