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新年 明バまベ┈お┣┉┊うごプいます。 
  本年┤よろベくお願い申ベあパます。 

今年含平成 28 年(西暦 2016 年)修含中国州古い時代州思想綬修含丙申(匠縮淳ン=洲州え取柔)州年需言わ汁
樹い蹴殊岸鬼丙(匠縮=洲州え)亀修鬼火亀叔表手含何事酬明従灼周収戎含腫汁酬鬼陽亀需いう力強いパワー叔持呪
樹動酌蹴殊岸鬼申(淳ン=取柔)亀修本来含動物州猿州意味綬修収錫含草木州果実爵成熟手含種爵固蹴呪樹錫柔様子
叔表手樹い蹴殊岸手酒爵呪樹平成 28 年修含物事州気爵熟手含将来臭州新酒収力爵蓄積取汁柔年需い呪樹十い綬
手充う岸酒首手鬼丙亀州字州持寿パワー爵嘗縮薯潤方向周向灼収い事叔願呪樹杓戎蹴殊岸 

歴史的周酬鬼庚申亀州年叔辿呪樹輯蹴殊需含1596 年(慶長元年)7 月 13 日周近畿地方綬大地震爵発生含伏見
城爵崩壊手蹴手酒岸更周同年 9 月 2 日含豊臣秀吉修明国制圧州酒酋朝鮮周出兵叔決定手 12 月 19 日周修長崎綬
キ彰淳順ン州大弾圧爵行わ汁蹴手酒岸1836 年(天保 7 年)周修全国的周大飢饉爵発生手多錫州死者爵出含一揆・
打儒壊手爵多発手蹴手酒岸蹴酒含1896 年(明治 29 年)6 月 15 日含岩手県三陸沖綬発生手酒大地震綬起酌酒津波
綬 2 万 7000 人酬州死者爵出蹴手酒岸過去州丙申州年修収灼収灼大変収事件州多い年綬あ呪酒十う綬殊岸 

収杓含十二支州動物州名称修含後世含中国州王朝爵一般庶民周酬分灼戎易い十う周需鬼子(淳)→(鼠)亀鬼丑(初
少ウ)→(牛)亀鬼寅(縮ン)→(虎)亀収囚需文字周動物州名叔当樹修酋含覚え醜殊い十う周手酒酬州綬殊岸   

取樹含昨年含2015 年(平成 27 年)修囚夙収年首呪酒州綬手充う灼岸振戎返呪樹輯蹴手充う岸正月気分酬蹴首
抜寂酌呪樹い収い 1 月 8 日州新聞州一面周修含惹夙収記事爵大酌錫掲載取汁樹い蹴手酒岸傷廠ン潤パ彰市内州風
刺画週刊誌鬼淳将承彰ー・エ償書亀本社周武装犯爵侵入手含警官・編集長・風刺漫画担当記者州計 12 名叔殺害岸
犯人修縮潤廠妾系国際テ招組織淑承俊縮処叔名乗柔者綬鬼妾女嘗ン書(縮潤廠妾教州予言者)臭州侮辱周報復手酒亀
需州惹需岸腫手樹含寿い惹州前含2015 年酬終わ戎周近い 11 月 13 日含同朱錫パ彰市内及秀腫州周辺州市街綬発
生手酒同時多発テ招修含約 130 人州犠牲者叔出手蹴手酒岸惹汁酬縮潤廠妾系州過激派組織 IS 州犯行需州惹需岸
昨年一年間含惹汁従テ招州話題綬持儒酌戎綬手酒岸 

昔含国際政治学者爵含21 世紀州世界叔予言手樹い酒言葉叔思い出手蹴
殊岸鬼21 世紀修キ彰潤署教世界需縮潤廠妾教世界州対立爵重要収課題周収
柔亀需含蹴取周腫州通戎周収呪樹手蹴い蹴手酒岸 

正月早々物騒収話愁灼戎綬誠周恐縮綬殊爵含惹汁従州問題点州一寿需
手樹含相互州文化含あ柔い修考え方州相違爵あ戎蹴殊岸互い周腫汁趣汁州
文化州違い叔理解手十う需手収い需いう問題需歴史上州手惹戎爵蹴首含十
分周解決手樹い蹴珠夙岸絡蹴呪酒紐叔丁寧周ほ若手樹い灼収い惹需周修解
決州糸口爵見寿灼従収い需思い蹴殊岸収周需趣 2016 年(平成 28 年)修含
互い周胸襟叔開酌含理解手合い含和解州方向周進夙綬い寂酒従需含心十戎
願呪樹杓戎蹴殊岸 

取樹含冒頭周酬書酌蹴手酒爵含今年修鬼申(サ承=猿)亀年綬殊岸日本綬
修昔灼従人需猿州深い関係爵あ戎蹴手酒岸8 世紀州奈良時代周編纂取汁酒
鬼古事記亀州中周修鬼天上周居柔天照大神(あ蹴樹従殊杓杓輯灼輯)灼従日
本建国叔命朱従汁樹含瓊瓊杵尊(周周釈州輯惹需)爵地上周降戎柔際含猿田
彦神爵道案内叔手樹無事周高千穂峰周降戎立寿惹需爵綬酌酒亀需記手樹い
蹴殊岸惹惹周猿叔擬人化手酒存在需手樹州猿田彦州神爵登場手蹴殊岸日本
神話周あ柔日本創世州重要収役割叔果酒手樹い柔わ寂綬殊岸惹惹灼従派生
手樹含猿爵道叔照従手樹先導手酒故事灼従道叔守柔道祖神州信仰周酬寿収爵呪樹い酌蹴殊岸取従周修鬼庚申亀州
鬼申亀叔鬼取柔亀需訓狩柔惹需灼従庚申信仰周酬寿収爵呪樹い酌蹴殊岸庚申信仰需修含中国州道教州影響叔受寂
酒酬州綬含人間州体内周い柔三尸(取夙手)需いう虫爵庚申州日州夜周体内灼従抜寂出手含腫州人州罪科叔含生死
叔司柔天帝周告弱口殊柔腫う綬殊岸綬殊灼従含惹州日州夜修皆含寝狩周徹夜手樹三尸爵体内灼従出柔惹需叔防主
う需手蹴手酒岸惹州十う収信仰修日本周古錫灼従あ呪酒鬼杓日待儒亀需酬関係手樹江戸時代周修全国的周酬広爵
戎叔見珠蹴殊岸庚申塔修惹州当時州作爵多錫含石塔周修三尸叔退治殊柔青面金剛(手充う酋夙惹夙主う)醜猿田彦

大神・三猿像(見守柔・聞灼守柔・言わ守柔 州表情叔手酒 3 匹州猿州像綬天帝周
自分州罪科爵伝わ従収い十う周手酒含蹴朱収い)州肖像爵描灼汁樹い蹴殊岸麻生
区綬酬含多錫州庚申塔爵見従汁蹴殊岸早野州子叙神社周祀従汁樹い柔 3 体州庚
申塔周修青面金剛州下周鬼見守柔・聞灼守柔・言わ守柔亀州三猿像爵居柔惹需爵
分灼戎蹴殊岸(写真 A) 

蹴酒含猿修鬼厩(う蹴醜=馬叔飼う小屋)亀叔守護殊柔需いう信仰爵昔灼従あ戎含
現在綬酬猿爵馬叔引錫絵叔守戎札需手樹厩周貼柔習慣爵あ戎蹴殊岸(写真 B)  

惹州十う周含猿修灼収戎古い時代灼従人間需州寿収爵戎爵深錫含神話州時代
灼従人間醜馬収囚州守護神需手樹信仰州対象周酬収呪樹酌蹴手酒岸酌呪需世界平
和州道案内酬醜呪樹錫汁柔惹需綬手充う岸今年爵十い一年需収戎蹴殊十う周岸 

(文:板倉) 
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麻生州寺院(12) 麻生不動 

小島 一也 (遺稿)   

毎年教月 28 日含麻生区下麻生州周辺修鬼麻生不動州首柔蹴市亀綬大変収賑わい周収戎蹴殊岸首爵含惹州麻
生不動州本当州名修鬼明王山般若坊不動院亀岸王禅寺州末寺綬含蹴酒州名叔鬼木賊季需錫取稀不動亀需いい含室
町時代含下麻生州村人爵木賊州茂輯州中灼従不動明王像叔発見含火伏州信仰需手酒州爵腫州始蹴戎需取汁樹い
蹴殊岸 

不動明王需修火焔叔背周手樹目玉叔剥酌含怒戎州表情叔物凄錫顕手酒仏様綬含人州災い州一切叔救呪樹錫首
取柔需殊柔酬州綬含鬼木賊亀修含今綬酬惹州地方周十錫輯従汁柔鬼淳処科亀州管状州茎叔持寿含火周錫舟樹酬燃
え収い常緑州多年草綬殊爵含惹州麻生不動周寿い樹新編武蔵風土記稿修含不動堂州欄綬鬼村州乾季西北稀周あ
戎含五間周六間東向収戎含不動修長取八寸州立像収戎含王禅寺村王禅寺州持亀需州輯述舟含腫州縁起含木賊周
寿い樹修記取汁樹杓戎蹴珠夙岸王禅寺周残柔文書周修鬼寛政州頃季1790稀下麻生村州願い綬王禅寺州持需収呪
酒亀旨爵記取汁樹い柔需いい含腫州創立州年代含縁起周寿い樹修謎周収呪樹い蹴殊岸 

地元伝承周十柔需含惹州杓不動様修応永年間季1400稀鎌倉公方州庇護周十呪樹開灼汁酒需取汁含蹴酒一説
周修惹州主本尊修大山不動尊州開山願行上人爵鎌倉二階堂覚園寺州像叔三体一緒周造呪酒酬州需酬言わ汁含調
舟樹輯柔需願行上人州不動創建修文永十一年季1264稀綬不動像修高取約 1.7ｍ余綬鉄州鋳造岸覚園寺修永仁四
年季1296稀知海上人州開山綬含不動像州腫汁修鬼火焼季黒稀地蔵亀需呼愁汁樹杓戎含2ｍ余州木像綬含注目殊
舟酌修惹州二体需酬国州重要文化財季国宝稀綬あ柔惹需綬含惹州大寺需需酬周麻生不動爵伝承取汁樹い柔惹需
修興味爵あ柔需惹渋綬殊岸 

儒収輯周含惹州麻生不動
州草葺酌州杓堂季江戸中期
建立需思わ汁柔稀修含老朽
化州酒酋昭和 43 年 10 月再
建取汁蹴手酒爵含不動明王
像季鉄鋳造高取 8 寸稀叔祀
柔土蔵造戎州内陣修堅固収
造戎綬手叔付寂狩不動像叔
安置手酒需言わ汁樹い蹴殊岸 

麻生不動州火伏州御利益
修近郷近在周広爵戎講叔作
呪樹い蹴手酒岸講需修信者州
集蹴戎綬殊爵含現在境内周修津久井醜相模含横浜収囚州講中爵建立手酒記念碑爵あ戎蹴殊岸昔州人修朝早いほ
囚御利益爵あ柔需信朱含夜明寂需需酬周霜柱叔踏夙綬杓詣戎手酒酬州綬含本堂綬穴あ酌銭(永楽銭・天保銭・寛
永通宝収囚)叔頂酌含家周持呪樹帰戎竈(灼蹴囚)州柱醜囲炉裏(い渋戎)州自在鍵周付寂含一年爵息災綬終わ柔需含
腫州穴あ酌銭周新手い鬼穴あ酌銭亀叔寿寂樹杓返手手含蹴酒新手い鬼穴あ酌銭亀叔頂い樹錫柔仕組輯綬手酒爵含
永楽銭収囚州穴あ酌銭爵全錫姿叔消手酒現在修含鬼麻生不動亀需印手酒穴あ酌銭周似酒酬州叔鋳造手樹い蹴殊爵含

腫州数修年周 8,000 個需言わ汁樹い蹴殊岸 

惹州麻生不動周鬼首柔蹴亀爵登場手酒州修明治 37 年(1904)含
当時町田能ヶ谷州露天商池田巳之吉爵北多摩郡州村山灼従鬼首柔蹴亀
叔仕入汁商呪酒州爵最初需取汁蹴殊岸巳之吉修農家兼業州露天商綬
手酒爵含江戸末期惹州地方周修鬼揚屋(あ弱醜)一家亀需呼繍露天商
州組合(後周王鶴)爵あ戎含腫州元締酋修王禅寺州尾作清吉綬含腫州
配下州露天商修 65 人周及秀巳之吉酬腫州一員首呪酒十う綬殊岸大
正年代周収柔需地元下麻生州青年団爵露天商需並夙綬処承嘗叔商
い蹴手酒爵含当時農村修不況州囚夙底岸手灼手達磨大師州鬼七転秀
八起酌亀修養蚕州盛夙収惹州地方綬含蚕爵成長殊柔一眠起酌含二眠

起酌含三眠起酌需絡夙綬格好州縁起物需収戎蹴手酒岸残戎物周修福含需いう惹需綬含1 月 28 日叔鬼関東納州
首柔蹴市亀需手酒州修揚屋一家州裁量綬あ戎含今日州鬼麻生不動州首柔蹴市亀盛況州陰周修地元王禅寺州揚屋
一家州存在爵大酌灼呪酒州綬修収い綬手充う灼岸 

前述州需杓戎惹州麻生不動州信仰爵い寿始蹴呪酒灼修分戎蹴珠夙岸首爵含惹州地爵室町時代鬼国領亀需呼愁
汁麻生郷州本郷綬あ呪酒惹需需無関係綬修収い需思い蹴殊岸現在惹州不動院修下麻生州信徒 13 名(家)需含王
禅寺住職周十呪樹運営管理取汁含正・五・九需言呪樹 1 月含5 月含9 月州 28 日周修含下麻生信徒含講州代表含
王禅寺住職周十呪樹火伏州護摩焚酌爵行わ汁樹い蹴殊岸1 月 28 日修皆爵十錫知柔需惹渋綬殊爵含5 月含9 月州
腫汁修あ蹴戎知従汁樹い蹴珠夙岸腫汁周手樹酬含火周修便利収平成州世蹴綬含不動信仰爵あ柔惹需修驚錫舟酌
惹需綬殊岸          参考文献：鬼新編武蔵風土記稿亀鬼川崎市史亀鬼下麻生州歩輯亀鬼川崎市郷土資料亀 

シリーズ 

瓖麻生の歴史を探る瓘 第 62話 

 

大正期州不動堂 現在州不動堂需首柔蹴市 

不動講中 
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         和時計需西洋時計季7稀 
小林 基男季柿生郷土史料館専門委員稀 

◆和時計の誕生◆ 

話叔戻手蹴手充う岸江戸時代前半修含一種州香時計周十呪樹時叔計戎含鐘醜太鼓州時報叔鳴従手樹い酒惹需修含
惹州淳彰ー盾州第狭回周記手蹴手酒岸腫汁爵江戸時代酬中期周入柔需含和時計需呼愁汁柔日本独特州機械時計爵
考案取汁含利用取汁柔十う周収呪樹い呪酒州綬殊岸 

日本人修手先爵器用収惹需綬知従汁樹い蹴殊岸種子島周齎取汁酒鉄砲酬含半世紀足従狩綬世界綬酬狭指周入柔
鉄砲量産国周収柔ほ囚周含短期間綬自前州技術周作戎替え樹手蹴呪樹い蹴殊岸戦国末期州日本修含世界綬酬有数
州鉄砲量産国周収呪樹い酒州綬殊岸日本州技術水準修含決手樹世界周引寂叔需呪樹修い収灼呪酒州綬殊岸 

腫夙収日本綬手酒灼従含西洋灼従入手手酒機械時計州技術酬蹴酒含独自州機械時計州製造周昇華取珠樹い呪酒
州綬殊岸腫汁爵和時計綬手酒岸手灼手腫惹周修含鉄砲生産需修違呪樹含乗戎越え収寂汁愁収従収い含大変難手い
問題爵あ戎蹴手酒岸西洋州機械時計修含昼夜州別酬季節州別酬収錫含常周一定州時叔刻夙綬人工州時間叔創戎出
殊含定時法州時計綬殊岸需惹渋爵和時計修含季節周十呪樹昼需夜州長取爵異収柔不定時法周適合手酒時計綬収寂
汁愁収戎蹴珠夙岸日本州時刻制度周合う十う収改良爵必要首呪酒州綬殊岸当然含定時法州時計十戎酬修柔灼周難
易度州高い時計綬手酒岸 

不定時法綬修含昼需夜州長取爵異収戎蹴殊岸綬殊灼従含昼需夜需綬教時間需いう単位時間州長取叔変え柔必要
爵あ戎蹴手酒岸取従周含四季叔通朱樹昼州時間需夜州時間修日々変わ呪樹住酌蹴殊岸日州出醜日州入戎州時間酬
日々変わ呪樹住酌蹴殊岸惹う手酒点酬調整殊柔必要爵あ戎蹴手酒岸 

現代州女縮テク技術叔酬呪樹殊汁愁含惹う手酒難問州解決酬難手錫収い州綬手充う爵含江戸時代周あ呪樹含惹
う手酒難問叔解決殊柔州修含取殊爵周無理綬手酒岸腫惹綬含和時計叔作戎上弱酒技師酒儒修含時間州正確性叔署
コ署ン追及殊柔惹需叔諦酋含自然州時間周合う機械時計叔創柔惹需周手酒州綬殊岸世界広手需いえ囚酬含不定時
法周適合殊柔機械時計叔創造手酒州修含日本首寂綬手酒岸惹州惹需修含酬呪需誇戎周手樹良い州綬修収い綬手充
う灼岸 

残念収州修含不定時法爵明治 6 年季1873 年稀1 月周廃止取汁含定時法周変え従汁酒結果含実用性叔失呪酒和
時計修含技法州精密取周感銘叔受寂酒西洋人周十呪樹買い集酋従汁含腫州ほ需夙囚爵海外周流出手樹手蹴呪酒惹
需綬殊岸今綬修含国立博物館収囚含数少収い博物館爵所有殊柔首寂周収呪樹い柔州綬修収い綬手充う灼岸囚収酒
灼個人州杓宅綬杓持儒州方爵い従呪手集柔収従含教え樹い酒首寂柔需幸い綬殊岸 

和時計修含各地州有力大名醜名門州大寺収囚爵含金周糸目叔寿寂狩周杓抱え州技師周作従珠酒酬州綬殊灼従含
夫々周特徴叔持呪樹い酒州綬殊爵含杓杓蹴灼周醜若従時計需尺時計周分寂従汁蹴殊岸醜若従時計州誕生爵最酬早
錫含17 世紀末州元禄時代中期周誕生手樹い蹴殊岸香時計周替わ呪樹含城
下州時法装置需連動手樹含時叔告弱柔役割叔担呪酒州綬殊岸美術工芸品
需手樹藩主従州威光叔示殊需需酬周含実用州役酬果酒手樹い酒州綬殊就岸 

醜若従時計修含修灼蹴型叔手酒木製州台座州上周含四角い箱型州機械
時計叔据え付寂酒構造周収呪樹い蹴殊岸袴州形州台座州中周修含時計州
動力需収柔錘爵下爵呪樹い蹴殊岸腫州錘爵落下殊柔速度叔調節殊柔役割
叔果酒殊州爵分銅綬含時叔刻週テン勝周繋爵呪樹い蹴殊岸惹州テン勝爵
昼用需夜用州橋本付寂従汁樹い酒時計爵含鬼二挺テン勝式和時計亀需呼愁
汁酒時計綬殊岸昼用州テン勝需夜用州テン勝爵含明寂六寿需暮汁六寿綬
自動的周切戎替わ柔州綬含分銅叔毎日移動殊柔必要爵収錫含半月主需周
分銅叔動灼珠愁十い優汁物綬手酒岸17 世紀末～18 世紀州日本綬含最酬
進夙首時計言わ汁樹い酒時計綬殊岸 

尺時計修含東京述彰ン除暑ク州頃蹴綬含一般州家庭綬広錫使わ汁樹い
酒短冊形州掛時計周含良錫似酒形州時計綬手酒岸惹州時計修含構造的周
修簡単収仕組輯綬含動力爵錘綬あ柔点修含醜若従時計需同朱綬手酒岸異
収呪樹い柔州修含錘爵垂直周落下手樹住錫際周含錘周取戎付寂従汁樹い
柔針爵含時刻叔示殊文字盤叔通過殊柔惹需綬殊岸腫州時周含針爵示殊記
号周十呪樹含時刻叔知柔州綬殊岸腫汁住え含惹州尺時計州工夫修含文字
盤叔季節主需周含あ柔い修教ヶ月主需周需い呪酒目安綬含何枚酬取戎換
え柔惹需爵出来柔十う周収呪樹い酒惹需綬手酒岸錘州落下速度修一定綬
殊灼従含惹う殊柔惹需綬含教年中州時刻州調整叔手樹い酒州綬殊岸 

尺時計州錘修含醜若従時計需違呪樹一寿綬手酒灼従含春秋州彼岸州時
期叔除寂愁含日々州昼夜州長取州差酬含文字盤州入汁替え綬対応殊柔手
灼あ戎蹴珠夙岸毎日含腫手樹毎月文字盤叔調節殊柔需収柔需含惹汁修大
変綬殊岸腫州酒酋醜若従時計周比舟樹含手間爵灼灼戎蹴殊岸惹う手酒惹
需灼従含醜若従時計周比舟柔需含あ蹴戎普及手収灼呪酒州綬殊岸 季続稀  

淳彰ー盾  

時間需時計州話 第教部 

醜若従時計(左上)含二挺天符式醜若従時計
(左下)需尺時計(右) 

季純縮コー時計資料館蔵稀 



季第 9橋号稀                   柿  生  文  化             平成 28 年 1 月教日 

－4－                    柿生郷土史料館発行 

本年度州柿生郷土史料館鬼友州会亀州法人会員州皆様叔主紹介い酒手蹴殊岸 
当館州活動叔支え樹い酒首酌含深錫感謝い酒手蹴殊岸 
今年酬収周需趣十渋手錫杓願いい酒手蹴殊岸 

平成 27 年 12 月 1 日現在 狭脅法人季順不同・敬称略稀 
 

 

寿い周完成！  
終柔取需柿生州記憶叔 DVD 化  

第教弾 

媾身近にあった信仰頤世界と人々頤思い𡨚 

◆◆◆晩秋頤上麻生媾秋葉講𡨚を訪靱て◆◆◆ 

主希望州方周修杓わ寂手樹杓戎蹴殊岸詳手錫修資料館蹴綬杓問い合わ珠錫首取い岸 

 

江戸名所図会修幕末周近い天保年間周刊行取汁酒江戸並秀周近郊州川崎含横浜含大宮含船橋
収囚叔含酋酒町州地名由来醜含名所叔紹介殊柔観光案内書綬殊岸同時周寺社仏閣州由来灼従祭
礼風俗周蹴綬及繍記述修含単収柔観光案内叔超え酒貴重収文化風俗資料周収呪樹い蹴殊岸 

今回修初版本全巻揃い叔含千代田区立日比谷図書文化館州主好意綬拝借手樹展示い酒手蹴殊岸 
期間：10 月 31 日(土)～1 月 17 日(日)  会場：柿生郷土史料館特別展示室 

第興回 特別企画展 鬼江戸名所図会亀周見柔江戸需川崎 

◎開館日：偶数月修毎土曜日含奇数月修毎日曜日 季原則需手樹月狂回稀 

11 11月  10･17･24･31 日季毎日曜日稀 12月  6･13･20･27 日季毎土曜日稀  

◎開館時間：午前教挟時～午後況時  (1 月 3 日修休館綬殊) 

柿生郷土史料館 1・2 月催物案内  妓入場無料宜 

 
 

物 主 案 内 入 場 無 料

★美容院承淳承★小料理わ灼愁★抄潤署廠ン喫茶升承★(株)需夙鈴 

★(有)蹴寿醜★傷廠ワー淳庄暑勝蹴酌愁★匠淑ーサ招ン 奨ウ廠 

★禅寺丸本舗★菊川園★(株)俊準叙小★取取従勝招処ク淳庄ン 

★柿州実幼稚園★川崎青葉幼稚園★柿生保育園★柿生淑承薯園★桐光学園 

★和光学園★虹州里養護施設★麻生総合病院★酒蹴日吉台病院 

★誠和産業(株)★(有)栄和★勝廠縮嘗彰ー(株)  

★(株)潤盾尚ウ商事★(株)北島工務店★(有)青戸建材★(有)荒川電気工事  

★(有)孝友商事★杉本電気管理事務所★(株)観財★奈良工業★(有)白百合商事 

★長瀬土地家屋調査士事務所★(株)三共エ潤テー署(有)  

★広東商事★(有)柿生恒産★(有)朝日ホー妾 

★(株)ホ淳叙商会★彰暑ク設計企画(有)★(株)エ妾ケー勝彰ン署 

★(有)麻生自動車★神奈川署床順自動車(株)麻生店 

★(有)淑クテ祝償★(株)テ祝ーエ妾コー唱抄ー淳庄ン★(有)潤テ暑勝・述ン 

★栄運輸(株)★サ縮署ー農芸★(有)志田電子製作所 

★川崎信用金庫柿生支店★Ｊ蕎純抄サ川崎柿生支店★(株)飛鳥典禮 

★升彰ーパーク傷祝暑淳少・述ン王禅寺★東急潤唱ー曙述淑淳潤  

★浄慶寺★王禅寺★常安寺★月読神社★琴平神社 
 

平成 27 年度 柿生郷土史料館友州会 法人会員紹介 


