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広　告

木更津駅付近歴史スポット

文化財めぐり
●指定等文化財
　一覧はこちらから

木更津市には、50点以上の貴重な指定・登録文化財が
残されています。その中でも郷土博物館「金のすず」で
常設展示している文化財をご案内。木更津駅付近の
歴史スポットをともにめぐってみましょう。

「木更津市史デジタルアーカイブ」サイト

證誠寺

八剱八幡神社

長楽寺

高蔵寺（高倉観音）

デジタルアーカイブで
木更津の歴史資料を見てみよう！！

大正時代末期に発表された
童謡「証城寺の狸ばやし」
は、このお寺に伝わる「狸囃
子伝説」に着想を得て誕生。
寺子屋となっていた時期もあ
り、地域の人たちに親しまれ
ていました。

源頼朝が鎌倉幕府開幕にあ
たり、神領を寄進して神殿を
造営。「八幡さま」の呼び名
で親しまれ、古より八剱の里
八剱の神と称されていまし
た。拝殿に格天井装飾画が描
かれており、市の指定文化財
となっています。

室町時代に開基。本尊の木
造薬師如来坐像、石造五輪塔
（市指定文化財）、仏具などが
あります。参道は老杉の並木
が続く風情ある散歩道、本堂
裏手に広がる庭園は、四季
折々の花が咲き水墨画さなが
らの趣を見せてくれます。

「たかくらの観音様」の名
で広く親しまれている高蔵
寺。「高倉観音」は、鎌倉時
代から坂東30番札所として
知られています。寺の開基は
古く、「鎌足」の地名の由来
となった「藤原鎌足」の誕生
の話が伝わっています。

木更津市史編さんで調査した歴史資料をインターネット上のデ
ジタルアーカイブで公開しています。
内容は、千葉県指定有形文化財の「天正検地帳」などの画像と
翻刻文、戦国時代の城跡である真里谷城跡、天神台城跡、要害城
跡の陰陽図を無料で検索・閲覧することができます。

住 富士見2-9-30　
☎ 22-2018

住 富士見1-6-15　☎ 23-8881

住 請西982　☎ 36-0081

住 矢那1245　☎ 52-2675

1図 C-4MAP

1図 C-4MAP

9図 A-4MAP

12図 D-4MAP

「金のすず」と

一緒に探索！

しょう しょう しょうじょうじ～♪

ちょっと足を伸ばして

桜 新緑 紅葉

見どころ名所

https://adeac.jp/kisarazu-city/

※市ホームページからもリンクしています。
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H60mm×W90mm H60mm×W90mm
024023

広　告

県指定有形民俗文化財 市指定文化財

戦後の冬休みの宿題とし
て、木更津高等女学校（現
千葉県立木更津東高等学
校）の生徒が昭和20年の1
年間を絵と文で表したもの
を収蔵しています。生徒た
ちの実体験が描かれた戦中・戦後の記録として当
時の状況を知ることができます。

木更津
ココに見に行こう！

金鈴塚古墳

東京湾のり生産用具 宮脇遺跡出土奈良三彩小壺附伴出土師器 回顧昭和廿年

上総掘りの用具

千葉県金鈴塚古墳出土品

約1400年前に当時の有力者のお墓として造られたとされる前方後円
墳。現地には古墳の一部として、墳丘（土が盛られた丘）、石室（石で
造られた部屋のような空間）、石室内にある石棺（石で造られた棺と考
えられるもの）を道路から見ることができます。地上に現存しているの
は一部に過ぎませんが、元の大きさは、墳丘の長さが約90ｍ、二重の
周溝（墳丘を取り囲む溝）を含めた全長が約140ｍであったと考えられ
ています。

明治時代中頃に上総地方（木
更津も含む）で考案された井戸
掘り技術で、日本各地に出向い
て広められました。それまで多
くの人手や費用を使って30～
50ｍ程度しか掘れなかった井戸
が、竹ヒゴを用いて2～3人の力
で数百ｍまで掘れるようになり、
別府（大分県）などでは温泉を
掘ることにも使われたほか、ア
ジアやアフリカなど海外でも生
活用水・農業用水の確保に用い
られています。

金鈴塚古墳から見つかった品々は、副葬品であったと想定されてい
ます。特に金で作られた鈴５点は、日本国内の古墳では金鈴塚古墳で
しか見つかっておらず、金の純度約98％、１点あたり大きさ約１
cm、重さ約1ｇ(１円玉とほぼ同じ重さ)であり、古墳や博物館の名前
の由来にもなっています。全国最多の数19振・８種類の装飾付大刀
など煌めく出土品は古墳文化を今に伝える貴重なものです。

木更津市郷土博物館 金のすず
場 太田2-16-2　 ☎ 23-0011　 9：00～17：00
（入館は16：30まで)　 場 月曜(祝日の場合翌日)、
年末年始　料 一般：200円、大学･高校生：100円、
中学生以下･65歳以上は無料。特別展は料金変更、
団体割引、年間観覧券あり 2図 B-4MAP

1図 E-1MAP

Info

未来に

つなげて

いきたい

国指定重要有形民俗文化財

県指定史跡

国指定重要文化財

木更津市の名産品に
なっている海苔。市内
では海苔の養殖が明治
時代に始まり、今では
金田地区などで行われ
ています。機械化される前の用具は、戦後の
海苔の生産・加工工程を示す資料です。

宮脇遺跡（田川地
区）から出土した奈良
三彩の小壺は、1200
年以上前の奈良時代に
釉薬をかけて焼きあげ
た国産陶器であると考えられ、鮮やかな色彩
が特徴です。葬送に伴う儀礼で使われたもの
であると考えられています。

●展示内容
　の紹介
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年7月28日

木更津市暮らしの便利帳
8FK411H0B

023
324

株式会社上総環境調査センター 御中

環境計量証明業 エリアマップ3図 A‐2

環境分析44年の信頼と実績

株式会社
上総環境調査センター
飲料水・井戸水検査、温泉成分分析、作業環境測定、地
下タンク漏洩検査、アスベスト分析、環境アセスメント
など様々な調査・分析を行っております。

■木更津市潮見2-12
■TEL:0438-36-5001
■営業時間／8:30～17:30
■URL:https://www.kazusakankyo.co.jp/
計量証明事業：濃度 第527号 騒音 第541号 振動 第599号

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年8月25日

木更津市暮らしの便利帳
8FK411H0B

024
057

市川園芸 御中

園芸 エリアマップ5図 D‐2

木更津金田ICより車で5分

市川園芸
○ハワイアンフラワーはプルメリアとピカケ、熱帯果樹苗
はパッションフルーツ、アボカド、パパイヤなどを生産し
ています。
○ドライガーデン・ガーデン用（植物・琉球石灰岩）販売
■木更津市江川958
■TEL:0438-42-0557 ■FAX:0438-42-0587
■URL:http://ichikawaengei.main.jp/
※ご来園をお考えの方は事前に営業日のご確認をお願いいたします。

あり

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
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木更津駅付近歴史スポット

文化財めぐり
●指定等文化財
　一覧はこちらから

木更津市には、50点以上の貴重な指定・登録文化財が
残されています。その中でも郷土博物館「金のすず」で
常設展示している文化財をご案内。木更津駅付近の
歴史スポットをともにめぐってみましょう。

「木更津市史デジタルアーカイブ」サイト

證誠寺

八剱八幡神社

長楽寺

高蔵寺（高倉観音）

デジタルアーカイブで
木更津の歴史資料を見てみよう！！

大正時代末期に発表された
童謡「証城寺の狸ばやし」
は、このお寺に伝わる「狸囃
子伝説」に着想を得て誕生。
寺子屋となっていた時期もあ
り、地域の人たちに親しまれ
ていました。

源頼朝が鎌倉幕府開幕にあ
たり、神領を寄進して神殿を
造営。「八幡さま」の呼び名
で親しまれ、古より八剱の里
八剱の神と称されていまし
た。拝殿に格天井装飾画が描
かれており、市の指定文化財
となっています。

室町時代に開基。本尊の木
造薬師如来坐像、石造五輪塔
（市指定文化財）、仏具などが
あります。参道は老杉の並木
が続く風情ある散歩道、本堂
裏手に広がる庭園は、四季
折々の花が咲き水墨画さなが
らの趣を見せてくれます。

「たかくらの観音様」の名
で広く親しまれている高蔵
寺。「高倉観音」は、鎌倉時
代から坂東30番札所として
知られています。寺の開基は
古く、「鎌足」の地名の由来
となった「藤原鎌足」の誕生
の話が伝わっています。

木更津市史編さんで調査した歴史資料をインターネット上のデ
ジタルアーカイブで公開しています。
内容は、千葉県指定有形文化財の「天正検地帳」などの画像と
翻刻文、戦国時代の城跡である真里谷城跡、天神台城跡、要害城
跡の陰陽図を無料で検索・閲覧することができます。

住 富士見2-9-30　
☎ 22-2018

住 富士見1-6-15　☎ 23-8881

住 請西982　☎ 36-0081

住 矢那1245　☎ 52-2675

1図 C-4MAP
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9図 A-4MAP

12図 D-4MAP

「金のすず」と

一緒に探索！

しょう しょう しょうじょうじ～♪

ちょっと足を伸ばして

桜 新緑 紅葉

見どころ名所

https://adeac.jp/kisarazu-city/

※市ホームページからもリンクしています。
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広　告

県指定有形民俗文化財 市指定文化財

戦後の冬休みの宿題とし
て、木更津高等女学校（現
千葉県立木更津東高等学
校）の生徒が昭和20年の1
年間を絵と文で表したもの
を収蔵しています。生徒た
ちの実体験が描かれた戦中・戦後の記録として当
時の状況を知ることができます。

木更津
ココに見に行こう！

金鈴塚古墳

東京湾のり生産用具 宮脇遺跡出土奈良三彩小壺附伴出土師器 回顧昭和廿年

上総掘りの用具

千葉県金鈴塚古墳出土品

約1400年前に当時の有力者のお墓として造られたとされる前方後円
墳。現地には古墳の一部として、墳丘（土が盛られた丘）、石室（石で
造られた部屋のような空間）、石室内にある石棺（石で造られた棺と考
えられるもの）を道路から見ることができます。地上に現存しているの
は一部に過ぎませんが、元の大きさは、墳丘の長さが約90ｍ、二重の
周溝（墳丘を取り囲む溝）を含めた全長が約140ｍであったと考えられ
ています。

明治時代中頃に上総地方（木
更津も含む）で考案された井戸
掘り技術で、日本各地に出向い
て広められました。それまで多
くの人手や費用を使って30～
50ｍ程度しか掘れなかった井戸
が、竹ヒゴを用いて2～3人の力
で数百ｍまで掘れるようになり、
別府（大分県）などでは温泉を
掘ることにも使われたほか、ア
ジアやアフリカなど海外でも生
活用水・農業用水の確保に用い
られています。

金鈴塚古墳から見つかった品々は、副葬品であったと想定されてい
ます。特に金で作られた鈴５点は、日本国内の古墳では金鈴塚古墳で
しか見つかっておらず、金の純度約98％、１点あたり大きさ約１
cm、重さ約1ｇ(１円玉とほぼ同じ重さ)であり、古墳や博物館の名前
の由来にもなっています。全国最多の数19振・８種類の装飾付大刀
など煌めく出土品は古墳文化を今に伝える貴重なものです。

木更津市郷土博物館 金のすず
場 太田2-16-2　 ☎ 23-0011　 9：00～17：00
（入館は16：30まで)　 場 月曜(祝日の場合翌日)、
年末年始　料 一般：200円、大学･高校生：100円、
中学生以下･65歳以上は無料。特別展は料金変更、
団体割引、年間観覧券あり 2図 B-4MAP

1図 E-1MAP

Info

未来に

つなげて

いきたい

国指定重要有形民俗文化財

県指定史跡

国指定重要文化財

木更津市の名産品に
なっている海苔。市内
では海苔の養殖が明治
時代に始まり、今では
金田地区などで行われ
ています。機械化される前の用具は、戦後の
海苔の生産・加工工程を示す資料です。

宮脇遺跡（田川地
区）から出土した奈良
三彩の小壺は、1200
年以上前の奈良時代に
釉薬をかけて焼きあげ
た国産陶器であると考えられ、鮮やかな色彩
が特徴です。葬送に伴う儀礼で使われたもの
であると考えられています。

●展示内容
　の紹介
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株式会社 田上重機開発 エリアマップ3図 A-1木更津市潮浜2丁目6番6号

・土木事業
大規模造成工事から一般外構工事まで幅広く対応、ICTツールを
活用し高精度・高品質・短期間での施工サービスをご提供します。

・計測事業
デジタル写真や3Dレーザースキャナを用いて高品質の空間位置情報
を取得し土木・建築・設備・プラントの補修・維持管理に役立てます。
・太陽光発電事業
地球環境保護・CO2削減を目的として再生可能エネルギーを
有効活用する取組みとして、太陽光発電事業を行っております。

・UAV事業
産業用マルチコプター及び固定翼機をカスタマイズし
工事現場の3次元測量やインフラ点検を行っています。

TEL: 0438-36-6636  FAX: 0438-30-1500

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

木更津市暮らしの便利帳 043－261－7714

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

025
332

株式会社田上重機開発 御中 5校原稿
木更津市暮らしの便利帳

2022年7月26日
8FK411H0B




