
　

　

　
　

　 　

　

三十六
　　さんじゅうろっかせんえ

歌仙絵（元町）　☆市指定文化財

　この三十六歌仙絵は49.3cm×35.1cmの板の上半に和歌を、
下半にその作者を描いた構造であり、和歌は墨書とし、絵は色絵
で着色されています。市は制作時の文化を知るうえで重要な資料
である等の理由から、市の文化財に指定しています。現在、天満
宮そばにある中山道街道文化交流館に常設展示されています。

　田中神社の祭神は大巳貴命で、由緒を記した掲
示によると「創記は不明であるが、中世の田中荘
の総社で田中大明神と崇められた」とあります。
「近江名所案内記」や「守山市史」等の文献の記
述から、田中荘の総社としてあったのは吉身の田
中大明神、すなわち今の馬路石邊神社であり、そ
こが元となり田中神社ができたものと推定されて
います。また、今でも春祭りや秋祭り、湯立て神
事などの祭事が行われています。

田中神社（岡町）

　吉身学区には多くの桜スポットが
あります。まず、元町のふれあい公
園テニスコート横にある約30本の
シュゼンジカンザクラ（写真）が、
ソメイヨシノに先がけ３月下旬から
咲き始め、その後、馬路石邊神社や
吉身小学校グラウンドなど、学区の
いたるところで桜が開花します。ま
た、5月には浮気町で花菖蒲も見られ
ます。

　薬師如来の脇侍（きょうじ）として菩薩立像が両
側に安置されています。寄木造りで鎌倉時代の作と
考えられていましたが、平成20年の修理で日光菩薩
立像は江戸中期～後期のもの、月光菩薩立像は江戸
初期のものと判明しました。

☆市指定文化財

場所：慈眼寺（滋賀県守山市吉身一丁目7-
30）
※参拝時は訪問する７日前までに要問合せ
（077-583-0281）

場所：慈眼寺（滋賀県守山市吉身一丁目7-30）
※参拝時は訪問する７日前までに要問合せ（077-583-0281）

場所：慈眼寺（滋賀県守山市吉身一丁目7-30）
※参拝時は訪問する７日前までに要問合せ（077-583-0281）

場所：滋賀県守山市岡町205

　東福寺の本堂に安置されている四躯の仏像のう
ち、中央の左側に位置する像です。半丈六の大きさ
の坐像で、桧材の内刳り寄木造りです。右手は掌を
前に向け、施無畏印を結び、左手には薬壷を持つ木
眼の半金像である。ふくよかな顔と身体、なで肩、
螺髪などに平安時代の作風を伝えています。市内で
数少ない国指定文化財に登録されている像で、東福
寺を含め、立入自治会が管理しています。

寺山古墳群（岡）　☆市指定文化財
  てらやま   こふん ぐん

帆柱観音（吉身西町、中町、東町）
 ほばしら かんのん

　帆柱観音は、最澄が唐での修行を終えて帰国する際、
海上で嵐に遭遇するも観音菩薩に救われ、帰国後、船の
帆柱に自らその姿を彫ったものと伝えられています。現
在は慈眼寺（吉身中町）に保管されており、事前予約す
れば拝観することが出来ます。

場所：東福寺（守山市立入町110）

木造薬師如来坐像（立入）　☆国指定文化
   もくぞう   やくし     にょらい  ざぞう

場所：中山道街道文化交流館（050-5516-7991）
定休日：月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始

下之郷
　　　しものごうしせきこうえん

史跡公園（下之郷）

　　木造薬師如来坐像（吉身西町、中町、東町）
　もくぞう    やくし     にょらい  ざぞう

                         ☆市指定文化財
　寄木造りで、全体の姿は多くの人を済度するやさ
しさがある像で、平安時代の作と考えられていま
す。平成19年から修理が行われたなかで、これまで
に少なくとも鎌倉、室町、江戸時代に修理を施され
たことや、表面の漆箔を除去したら造像当初のまま
の色彩が鮮やかな状態で残されていたことが分かり
ました。

場所：守山市下之郷一丁目12-8
定休日：火曜日、祝日、年末年始

  下之郷遺跡は、今から約2,200年前の弥生時代中期に
環濠集落が営まれた遺跡で、弥生時代の日本を知る上で
貴重であることから、平成14年3月に国の史跡となりま
した。下之郷史跡公園は、史跡指定を契機にその保存と
活用を図るため、平成20年から22年にわたる保存整備
事業で約8,000㎡を整備したもので、遺跡まつりや弥生
人養成講座などのイベントが催されています。

　岡町自治会館の北側にある公園の中に１号墳、
その南側に約50m離れて２号墳が保存されてい
ます。大正６年に立入町の大塚古墳とともに発掘
調査が行われ、それ以降に開墾が進み、昭和28
年頃には消滅したとされています。しかし、今日
まで残る貴重な古墳である事から、守山市の市指
定史跡に登録されています。（写真は一号墳。）

（吉身西町、中町、東町）

　木造
　もくぞう

日光
　にっこう

・月光
 がっこう

菩薩
  ぼさつ

立像
りゅうぞう

４月 ５月 ６月

馬路石邊神社 歓学祭

グラウンドゴルフ大会

（元町）
田中神社、三上神社　春の大
祭

馬路石邊神社 例大祭天満宮 歓学祭（元町）

桜、花
 はな

菖蒲
  しょうぶ

（３月下旬～５月初旬）

上
旬
　
　
～
　
　
中
旬
　
　
～
　
　
下
旬

天満宮 例大祭

八代神社 春の例祭

グラウンドゴルフ大会

（浮気、GM守山）

（吉身西町、吉身中町、

吉身東町、立入）

７月

ボウリング大会

（ＧＭ守山） 親子ふれあい事業（浮気）

宮城川で川遊び（吉身東町）

ホタル（5月中旬～６月初旬）

グラウンドゴルフ大会

（吉身東町）

馬路石邊神社 川遊び

吉　 身　 学　 区　 で　 み　 ～　 つ　 け　 た 　！

グラウンドゴルフ大会（吉身
東町、岡）

  各自治会でのホタル鑑賞
会や、実行委員会が中心と
なり行われるホタルパーク
＆ウォークなど、この時期
はホタルに触れ合えるイベ
ントが多く行われます。

　吉身学区には吉身川、伊勢戸川、宮城川、
守山川、目田川などまちを巡る河川が多くあ
ります。そして、５月中旬から６月初旬にか
け、これらの河川でホタルを見ることが出来
ます。

グラウンドゴルフ大会（吉身
中町）

吉身学区にある様々な自然を紹介します。

ホタル鑑賞会

馬路石邊神社 輪ぬけ祭

グラウンドゴルフ大会
（立入）

GM守山　納涼祭

あたご大社（吉身東町）

B-2 

F-1 

F-3  

A-5 

D-4 

 

イベント 行事表の見方 

 

①自治会や寺院名と行事名が記

載されているもの（赤字で表

記） 

→誰でも参加できる行事 
（例：馬路石邊神社 歓学祭） 

 

②イベント名と、カッコ書きで

自治会名等が記載されたもの

（黒字で表記） 

→括弧内に記載された自治会員

の方のみが参加できる行事 
（例：天満宮 歓学祭（元町）） 
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D-3 

D-2 

B-1 

A-4 

A-3 

D-6 

G-2 E-3 

I-1 

F-2 

E-1 

H-3 

E-2 

G-4 

A-4 



　立入が丘小学校のたからものは「たのしさいっぱい ちから
いっぱい はないっぱい」をテーマにした花壇です。26年度に
行われた県主催のフラワーブラボーコンクールでは最優秀の大
賞に選ばれました。

吉　身　小　学　校 立　入　が　丘　小　学　校

　吉身小学校のたからものは平
成25年に完成したビオトープ
「よしみっこトープ」です。生
活科や理科などの学習の場とし
て、また子ども達が自然に親し
む場として活用されています。
また、委員会活動では「ビオ
トープまつり」を開催し、更に
身近なものになるようにしてい
ます。

吉身東町 夏祭り

立入町納涼祭（立入）

東福寺 心経祭

               （立入）

グラウンドゴルフ大会

２月

馬路石邊神社

 節分祭

12月

岡　餅つき大会

ＧＭ守山　餅つき大会

餅つき大会（吉身中
町）

グラウンドゴルフ大会

（元町）

９月 10月 11月

健康麻雀（GM守山）

餅つき大会

（ﾚｯｸｽ弐番館）下之郷遺跡まつり

１月

日待ち（立入）

左義長（立入）

グラウンドゴルフ大会

住吉神社　浮気の火祭り岡 町民のつどい

グラウンドゴルフ大会

（吉身中町）

（岡）

認知症予防講座

（吉身東町）

親睦旅行（吉身東町）学区民のつどい

ﾚｯｸｽ弐番館 夏祭り

８月

小 学 校 の た か ら も の松かさ、三本の松葉（10月～12月）

そば打ち体験

ＢＢＱ大会（吉身西町） GM守山 趣味の展示会

クリーンクリーン作戦

（吉身東町）

（吉身東町） ボウリング大会（元町）

カルタとり、餅つき大
会（吉身東町）

（GM守山）

左義長（元町）

左義長（下之郷）

クリスマス会（浮気）
下之郷 町民のつどい

元町 町民のつどい

地蔵盆（吉身西、中、東）

グラウンドゴルフ大会

　吉身東町の馬路石邊神社では、秋にな
ると大きな松かさが見つかります。（写
真左：馬路石邊神社の松かさ、写真右：
普通の松かさ）
　また、葉が三本
の松葉（写真）は
「三鈷（さんこ）
の松」とも呼ば
れ、持っていると
福が訪れるといわ
れています。

吉身、立入が丘小学校のたからものも併せて紹介します。

吉身学区 囲碁将棋
大会

吉身学区グラウンド
ゴルフ大会
（※自治会対抗）

馬路石邊神社

日帰りバス旅行

（吉身中町）

そうもく千燈

グラウンドゴルフ大会

浮気　納涼祭

（ＧＭ守山）

大親睦会（立入）

吉 　身 　学 　区 　で　 み 　～　 つ　 け　 た　 ！

（吉身東町、岡）

吉  身  学  区 

イ ベ ン ト ・ た か ら も の マ ッ プ 

－ 遊ぼう！出かけよう！ － 
 吉 身 学 区 の 自 治 会 一 覧 （ 1 0 自 治 会 ） 

（吉身小学校区）元町、下之郷、吉身西町、吉身中町、吉身東町 

（立入が丘小学校区）岡、立入、浮気、グランドメゾン守山、レックス弐番館 

吉 身 小 学 校 立 入 が 丘 小 学 校 

吉身学区まるごと活性化 

祭りだわっしょい！プロジェクト 
事務局：077-583-1650（吉身会館） 

平成29年７月発行 

吉 身 小 学 校 
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下之郷史跡公園 
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天満宮 

慈眼寺
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 天満宮は元町、泉町、本町の三町の氏神様です。御祭神は菅原道

真公（すがわらのみちざねこう）で天徳３（959）年に東門院境内に鎮

座されましたが、天文１５（1546）年、民家からの出火により神祀、宝

庫とも消失しました。その後、幾度の変遷を経て、菅原公の末裔によ

り京都高辻家の邸宅内に建立されていた社殿、神宝が明治11

（1878）年、現在地に移されました。 

 祭典は年間を通して元旦祭、祈年祭、勧学祭、例大祭、草木祭、新

嘗（にいなめ）祭があります。勧学祭では三町の新小学１年生が御祈

祷を受けます。また、春の例大祭の神輿渡御は三町が輪番で先頭を

務めています。 

天満宮の祭礼（元町） 

納涼祭  

（グランドメゾン守山） 

 夏祭り（レックス弐番館）    BBQ大会（吉身西町） 

 各自治会では納涼祭、夏祭り、BBQ大会など、様々なイベントが開催されています。 

 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ守山自治会の納涼祭では、子どもから高齢者までが参加できるイベントを心が

けており、フラダンス、子どもたちのエレクトーンや有志のバンド演奏等、住民による出し物を

行っています。また、レックス弐番館自治会では夏祭りで仮装大会を実施したりと、毎年特色

あるイベントを実施されています。 

J-1 

ラジオ体操（吉身西町） 

 土日祝日を除いた毎週月曜日から金曜日の午前８時

30分頃から自治会館前で実施されています。毎回ほぼ

15名程度の参加があり、体操後も住民手作りの椅子で

談笑したりと、参加者同士の交流の場ともなっています。

また、参加者の年齢層も様々で、幼稚園児から80歳以

上の方まで参加されています。29年４月で10年目となり

ます。 

 参加申込は不要で、吉身学区の方ならどなたでも参

加できます。 

  

吉身会館

 吉身学区を流れる河川では、５月中旬～６月初旬にかけてホタルが飛翔し

ます。 

 そして、ホタルに関する学習会と、実際にホタルを見て親しんでもらうことを

目的に吉身西町、中町、東町、立入自治会では「ホタル鑑賞会」や「ホタル学

習会」が実施されています。 

 講師を招いての勉強会や紙芝居、ホタルに関するクイズ大会などを実施し

たり、自治会館近くの河川でホタルを鑑賞したりする事で、ホタルに関する意

識啓発と、ホタルへの親しみの醸成を行っています。（写真左：吉身中町、写

真右：立入町自治会でのホタル鑑賞会の様子） 

ホ タ ル 鑑 賞 会 

 左義長は八代神社の

年中行事として、子ども

たちが主体となり１月に

実施しています。左義

長という竹と藁で作った

工作物に火をつけ燃や

し、その火で焼いた餅を

食べる、また、注連飾り

などの灰を持ち帰り自

宅の周囲にまくとその

年の病を除くと言われ

ています。 

 下之郷町民のつどい夏祭り 

            （下之郷） 

 自治会や各種団体を中心に、事前

準備から実施まで２ヶ月以上かけて

おこなわれる下之郷自治会を代表す

る祭りのひとつです。和太鼓演奏や

様々な模擬店の出店、抽選会などが

行われる充実した内容で、世代を超

えて多くの方が集まり交流する祭りと

なっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

元町グラウンドゴルフ大会（元町） 
 

 グラウンドゴルフを通し、楽しくふれ合いの輪作りをして

います。トリッキーな林間コースで木の根や傾斜があり、

運を味方に進めていきます。上手な人も初心者も楽しめ

る大会で、７、11月に実施しています。 

 下之郷遺跡祭り （下之郷） 

  岡町餅つき大会（岡） 

 子ども会、各種団体ととも

に12月ごろに自治会館で実

施しています。参加者には

あんころ餅、きなこ餅、ぜん

ざい等、色々な種類のお餅

を食べてもらいます。 

F-5 

 下之郷遺跡は、今からおよそ2,200年前の弥生時

代中期に環濠集落が営まれた遺跡で、平成14年３

月に国の史跡となった滋賀県を代表する遺跡です。 

 また、付近にある下之郷史跡公園には環濠保存施

設、環濠調査施設のほか、下之郷遺跡を巡っていた

環濠と2,200年前の景観を再現した復元環濠、古代

米の稲作体験が出来る体験水田等を備えており、体

験を中心とした様々なイベントが行われています。 

 下之郷遺跡祭りは毎年秋に催されるイベントで、ス

テージ発表や模擬店が出されるほか、下之郷遺跡

見学ツアーや弥生時代の生活風習を学べる体験学

習など、毎年内容盛りだくさんです。 

元町町民のつどい（元町） 

元町ふれあいラジオ体操（元町） 
 

 健康づくりと仲間づくりを兼ねて、毎

月第３日曜日にふれあい公園で実施し

ています。雨天時は自治会館で行い、

平成24年５月開催以降、休むことなく

続いています。 

A-2 

 左義長 （下之郷） 

B-1 

 八代神社 春の例祭（下之郷） 

 毎年５月５日に八代神社で行われます。大人の協力を得な

がら紅白布や絵を飾りつけた神輿を子どもたちが担いで町内

を練り歩きます。１、２年生は太鼓を引き、３、４年生は小さい

神輿を、５、６年生が大きい神輿を担ぎます。年に一度の子ど

も達にとっての一大イベントです。過去には大人神輿もありま

したが、現在は子ども神輿のみとなっています。 

B-5 B-3 

A-3 

A-1 

B-4 

G-2 

B-1 

D-6 

成人病センター 

B-4 

すこやかセンター 
郵便局 

C-1 

「みんなで集まろう～深めよう、ふれあいの輪」をテーマ

に８月下旬にふれあい公園で開催されます。模擬店も多

く出店し、それぞれ美味しいものばかりですがこだわりを

持って作っておられる焼きそばは根強い人気があります。 

 催し物は子ども会と自治会の２部構成に分かれていま

す。第１部子ども会主催ではナンバーストライクゲームや

輪投げなど楽しいイベントが行われます。第２部自治会

主催では元町が力を入れているラジオ体操から始まりま

す。オープニングセレモニーの後はビンゴゲーム大会や

子ども達の楽器演奏を楽しみ、模擬店から「完売しまし

たー」の声が聞かれ、大抽選会で特賞が発表されるまで

楽しみは続きます。 

A-4 

C-2 

C-2 

I-1 
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東福寺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １月第２土曜日に行われる祭りで、町内や周辺の人々に五穀豊穣、

無病息災の祈願が行われています。 

 今から800年前、土御門天皇(1199～1210)がご病気の折、病気の原

因が淡海の三上山に棲む大ムカデ※の危害によるとされ、村人たち

の願いを聞いた藤原秀郷(俵の藤太)がこれを退治し、このとき大ムカ

デの頭が浮気の住吉神社に、胴体は物部の勝部神社に、尾は瀬田の

大萱まで飛んだとされます。以来、村人たちが大ムカデに見立てた大

松明を焼き払って天皇のご病気平癒を祈ったのが始まりと伝えられて

います。※大蛇等諸説あり 

  松明祭 (浮気の火祭) （浮気） 

H-1 

 毎年５月初旬に行われる祭りです。 

 馬路石邊神社は、中山道の傍らに位置し、素戔鳴尊（すさのおのみ

こと）・大巳貴命（おおなむちのみこと）、事代主命を奉賽し「延喜式神

名帳」に記される式内社です。 

 中世に貴族や寺領としての荘園制が確立した際、この辺りは田中荘

とされ、吉身・守山・播磨田・金森の村々の総鎮守「正一位田中大名

神」と崇められました。室町時代後期に祭礼の興隆が図られ、当時の

祭礼模様は「カネと踊り 笛太鼓カネ音戸取」で、現在の豊年踊 り(守

山市無形民俗文化財) の礎が築かれました。 

 現在の「豊年踊・神楽巫女」は小学校１年生から高校生、青年団で結

成されています。 

  馬路石邊神社例大祭 （吉身西町、中町、東町、ﾚｯｸｽ） 

親子川あそび（吉身東町） 

E-2 

吉身会館 

 現在子ども会が中心に

なって行われている行事

です。 

 昭和50年頃、当時はま

だ珍しいものであった子ど

も神輿が田中神社の氏子

より寄進されたことをきっ

かけに、自治会の子ども

たちが５月５日のこどもの

日、子ども神輿を担いで

豊穣と住民の健康を祈願

して町内を練り歩くように

なりました。 

  田中神社 春の大祭（岡） 

 毎年８月下旬に実施しています。朝９時ごろからお

参りがあり、正午から地蔵堂で丁寧に法要が勤めら

れます。 

 地蔵堂には22体のお地蔵様が安置されています。

お地蔵様は子どもをとても大切にされるだけでなく、

この世でもあの世でも困っている人たちを助けてくだ

さる優しく頼もしい仏様です。お参りは、地蔵盆だけ

でなく年間を通して行われています。 

 慈眼寺 地蔵盆          

（吉身西町、中町、東町） 

 平成27年度から実施されている近郊各所

への研修で、毎回、自治会内の様々な年代

の方が参加されます。28年度は京都鉄道

博物館へ行き、約100名の参加がありまし

た。 

  日帰りバス研修（吉身中町） 

  親子ふれあい 

 事業（浮気） 

納涼祭（浮気） 

 浮気新団地公園および自治会館で

行われる自治会内で最大の行事で、

たくさんの模擬店の出店やイベント

が行われます。 

ホタル勉強会（吉身東町） 

H-1 

F-2 

D-6 

岡町町民のつどい（岡） 

H-3 

H-2 

大親睦会（立入） 

 毎年秋に実施される立入自治会の一

大イベントです。平成24年度は約650名

の参加があり、毎年多くの参加者でにぎ

わいます。 

D-1 

D-5 

E-3 

 7月に浮気町里中

川で行われる親子ふ

れあい事業は、川で

雑魚捕りをした後、自

治会館での食事を通

して親子の交流を深

めてもらう事業で、毎

年多くの参加者で賑

わいます。 

立入が丘 

小学校 吉身小学校 

G-1 

G-1 G-2 

G-3 

E-1 

 油絵や写真、アクセサリーなどの趣味

の作品、子ども達の習字や自治会のサロ

ンで製作された高齢者の作品などが展示

されます。 

グラウンド

ゴルフ場 

野洲川 

F-4   町民のつどい（岡） 

 岡自治会の交流事業部会を中心に子ども会、寿

会、各種団体が一体となり自治会館で実施していま

す。小学生のお手前によるお茶会、町民の作品展、

各種模擬店などが行われ、毎年多くの人で賑わい

ます。 

環境学習の取組み（吉身東町） 

 吉身東町自治会では、自然と親しめる事業が行われています。 

 5月下旬頃にはホタル勉強会を自治会館と吉身川で行っています。

○×ゲームやビデオ上映などのホタルに関する勉強会を行った後、参加

者全員で吉身川へホタル鑑賞に出かけます。 

 また、7月には宮城川にて鮎のつかみ捕りと竹パン作りを行う親子川遊

びを行っています。参加者が捕った鮎と竹パンを焼いて食べ、魚の美味

しさと、竹パンを自分で焼いて食べる楽しさを実感してもらう事業です。宮

城川についての勉強会も行われ、子ども達が地域を知るきっかけとなる

学習の場にもなっています。 

G-4 

立入町グラウンドゴルフ大会 

 立入河川公園グラウンドゴルフ場

の 完成以降、町民のふれ合いの場

として行われています。 
 

G-4 

 毎年９月８日に天下泰平、五穀豊穣、

万民快楽など町内一年間の無事をお

祈りする心経祭です。 

G-3 

東福寺 心経祭（立入） 

G-5 

日待ち（立入） 

 自然の恵みに感謝し、お餅

をお供えして、五穀豊穣、町

内の安泰を神にお祈りします。

町民のふれ合いの場として継

承しています。 

G-5 

E-4 

 自治会の子ども会が中心となり１月に行われている行事です。

つきたてのお餅を食べたり、カルタとりなどの昔遊びをしたりして、

毎年多くの子どもたちで賑わいます。 

E-4 

 カルタとり、餅つき大会（吉身東町） 

I-2 

趣味の展示会（グランドメゾン守山） 


