
平成 29 年度 第１回 参加者募集 

文化遺産(史跡)見学勉強会 

■日 時  平成２９年 ５月２７日（土） 

９時～ 受付後、見学開始、１２時終了 

■集合場所 降松神社若宮（下松市河内） 

■募集人員５～１０人（乗用車に分乗し見学、参加者の車は若宮に駐車） 

■見学先 候補概要（見学先は当日最終決定します） 

■服装  山歩き出来る服装でご参加ください。 

     ＊ 今回は、烏帽子～新山～葉山への光方面からのルートを勉強し

ます。 

 ＊降松神社若宮周辺から開始します。＊＊＊＊が 13 日(土)当日の候補 

●周南 88 か所は隋所(周南・下松・熊毛・光・柳井方面) 

●光市、妙見所近辺、同葉山登山口近辺 外  (山登り出来る服装で) 

●普賢寺(天台宗～臨済宗) 性空上人 

●早長八幡宮 室積船着き場そば 

●神峰山般若寺(真言宗)  ５９９(推古７) 用明天皇の后般若姫 

●神護寺(真言宗)  大野南箕山(ミヤマ)山腹標高２００ｍ・石城神社社坊 

●石城神社 本殿(國重文）６世紀後半建立 

●西長寺護摩堂(真言宗)  日見の大仏 

＊ ２９年度第２回は、２９年１１月４日(土)、周南・下松・光・柳井方面を

予定しています。 

■申込方法 

住所･氏名･年齢･電話番号等を開催日前日までに、下記のいずれかへ電話ある

いは FAX でご連絡ください。 

  【主催】ＮＰＯ法人 降松平和の里ハイキングの会 

      廣戸一見宅   ０８３３－４１－４８５２   ＊理事 

      清木武司宅   ０８３３－４３－６０３５   ＊理事 

      宮田治美拓   ０８３３－４６－１２１８   ＊理事 

      岡崎晴治宅   ０８３３－４３－２３６０   ＊事務局 

      松岡英逸郎宅  ０８３３－４３－０５６０   ＊事務局 

 



平成 29 年度 第 2 回 参加者募集 

文化遺産(史跡)見学勉強会 
■日 時  平成２9 年１１月４日（土） 

９時～ 受付後、見学開始、１２時終了 

■集合場所 降松神社若宮（下松市河内） 

■募集人員５～１０人（乗用車に分乗し見学、参加者の車は若宮に駐車） 

 28 年度  廣戸一見･清木彊･岡崎晴治･松岡英逸郎 ４名参加 

■見学先 候補概要（見学先は当日決定します） 

 ＊降松神社若宮周辺から開始します。＊＊＊＊が４日(土)当日候補、実施 

 ②周南 88 か所は隋所 

 ②勝栄寺 新南陽駅西 200ｍ 浄土宗・・・時宗善福寺(山口市)の末寺 

２②山崎八幡宮 真言宗荘宮寺・・・荘寺八幡宮 満福寺(曹洞宗) 須々万  

   建咲院(曹洞宗) 上井 龍豊寺 

１②遠石八幡宮 石清水の別宮  社の西・・・宇佐八幡神宿る影向石あり 

   漢陽寺(臨済宗) 

３②二俣神社 延喜式内社 祭神・大物主大神３神 大向 龍文寺(曹洞宗) 

大寧寺９世曇璿(せん)・陶氏の菩提寺  興元寺(曹洞宗) 

日天寺(曹洞宗)  花岡駅北西１.5 キロ 

外 大楽寺･満願寺･定光寺･龍珠院･清鏡寺･願成院･(光) 

＊ 第３回は、２９年 1 月１３日(土)、光・柳井方面を予定ぢています。 

■申込方法 

住所･氏名･年齢･電話番号等を開催日前日までに、下記のいずれかへ電話ある

いは FAX でご連絡ください。 

  【主催】ＮＰＯ法人 降松平和の里ハイキングの会 

      廣戸一見宅   ０８３３－４１－４８５２   ＊理事 

      清木武司宅   ０８３３－４３－６０３５   ＊理事 

      宮田治美拓   ０８３３－４６－１２１８   ＊理事 

      岡崎晴治宅   ０８３３－４３－２３６０   ＊事務局 

      松岡英逸郎宅  ０８３３－４３－０５６０   ＊事務局 

 

 

 



平成 29 年度 第 3 回 参加者募集 

文化遺産(史跡)見学勉強会 

■日 時  平成３０年 １月１３日（土） 

９時～ 受付後、見学開始、１２時終了 

■集合場所 降松神社若宮（下松市河内） 

■募集人員５～１０人（乗用車に分乗し見学、参加者の車は若宮に駐車） 

  28 年度 近藤坂良・岡崎・松岡 参加 

■見学先 候補概要（見学先は当日決定します） 

 ＊降松神社若宮周辺から開始します。＊＊＊＊が 13 日(土)当日候補 

●周南 88 か所は隋所(下松・熊毛・光・柳井方面) 

●熊毛神社 延喜式内社  旧称・勝間八幡宮 祭神御毛入沼 

●普賢寺(天台宗～臨済宗) 性空上人 

●早長八幡宮 室積船着き場そば 

●神峰山般若寺(真言宗)  ５９９(推古７) 用明天皇の后般若姫 

●神護寺(真言宗)  大野南箕山(ミヤマ)山腹標高２００ｍ・石城神社社坊 

●石城神社 本殿(國重文）６世紀後半建立 

●西長寺護摩堂(真言宗)  日見の大仏 

＊ ２９年度第１回は、２９年５月２７日(土)、下松・光・柳井方面を予定ぢ

ています。 

■申込方法 

住所･氏名･年齢･電話番号等を開催日前日までに、下記のいずれかへ電話ある

いは FAX でご連絡ください。 

  【主催】ＮＰＯ法人 降松平和の里ハイキングの会 

      廣戸一見宅   ０８３３－４１－４８５２   ＊理事 

      清木武司宅   ０８３３－４３－６０３５   ＊理事 

      宮田治美拓   ０８３３－４６－１２１８   ＊理事 

      岡崎晴治宅   ０８３３－４３－２３６０   ＊事務局 

      松岡英逸郎宅  ０８３３－４３－０５６０   ＊事務局 

 

 

 



平成 29 年度 文化遺産(史跡)見学勉強会参加者募集  

日時 第 1 回①  平成２9 年 5 月 27 日（土）９時～受付、開始①実施済 

第 2 回②  平成２9 年 11 月 4 日（土）９時～受付、開始② 

第 3 回③  平成 30 年 1 月 13 日（土）９時～受付、開始③ 

集合場所 降松神社若宮(下松市河内) 募集人員 ５～10 人(乗用車分乗) 

申込方法 参加希望は、次のいずれかへ住所･氏名･年齢･電話番号をそれぞれの

開催日前日までに電話(FAX も可)する。 

      廣戸一見宅   ０８３３－４１－４８５２   ＊理事 

      清木武司宅   ０８３３－４３－６０３５   ＊理事 

      宮田治美拓   ０８３３－４６－１２１８   ＊理事 

      岡崎晴治宅   ０８３３－４３－２３６０   ＊事務局 

松岡英逸郎宅  ０８３３－４３－０５６０   ＊事務局 

見学先 候補概要(見学先は当日決定)  ＊実施済 第 2 回は② 第３回は③ 

 周南 88 か所は隋所、中宮周辺から開始 

 ②勝栄寺 新南陽駅西 200ｍ 浄土宗・・・時宗善福寺(山口市)の末寺 

 ②山崎八幡宮 真言宗荘宮寺・・・荘寺八幡宮 満福寺(曹洞宗) 須々万  

   建咲院(曹洞宗) 上井 龍豊寺 

 ②遠石八幡宮 石清水の別宮  社の西・・・宇佐八幡神宿る影向石あり 

   漢陽寺(臨済宗) 

 ②二俣神社 延喜式内社 祭神・大物主大神３神 大向 龍文寺(曹洞宗) 

大寧寺９世曇璿(せん)・陶氏の菩提寺  興元寺(曹洞宗) 

③熊毛神社 延喜式内社  旧称・勝間八幡宮 祭神御毛入沼、桜田神社 

日天寺(曹洞宗)  花岡駅北西１.5キロ 多門院(真言宗)生野屋駅北東１キロ 

① 花岡八幡宮 ７０９(和銅２) 宇佐から ①閼伽井坊多宝塔・國重文(真言

宗御室派)と揚掛坊の現存２坊の外、合わせ９社坊有り  

 宮の洲古墳跡・・・桂木山東山麓   國重文の鏡出土 

 降松神社 氏神妙見信仰の起源  妙見山鷲頭寺(真言宗) 

①賀茂神社  朝鮮鏡・11 世紀後半高麗から 

①清鏡寺(真言宗)  浅江北２００ｍ 熊野神社 光市民ホールそば・・・境内

末社松浦神社＝祇園さま  ③普賢寺(天台宗～臨済宗) 性空上人 

③早長八幡宮 室積船着き場そば 

③神峰山般若寺(真言宗)  ５９９(推古７) 用明天皇の后般若姫 

③神護寺(真言宗)  大野南箕山(ミヤマ)山腹標高２００ｍ・石城神社社坊 

 ③石城神社 本殿(國重文）６世紀後半建立 

 ③西長寺護摩堂(真言宗)  日見の大仏 

外①常安寺(周南)･渓月院･大楽寺･満願寺･定光寺･龍珠院･清鏡寺･願成院･(光) 


