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照手姫遺跡
姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説

話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を
みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。
巷間謡わるる巷間謡わるる巷間謡わるる巷間謡わるる
ほんに横山照手の前のほんに横山照手の前のほんに横山照手の前のほんに横山照手の前の
眉に似たよな三日月かかりや眉に似たよな三日月かかりや眉に似たよな三日月かかりや眉に似たよな三日月かかりや
虫も音を引くほそぼそと虫も音を引くほそぼそと虫も音を引くほそぼそと虫も音を引くほそぼそと

の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。
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照手姫遺跡
姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説

話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を
みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。
巷間謡わるる巷間謡わるる巷間謡わるる巷間謡わるる
ほんに横山照手の前のほんに横山照手の前のほんに横山照手の前のほんに横山照手の前の
眉に似たよな三日月かかりや眉に似たよな三日月かかりや眉に似たよな三日月かかりや眉に似たよな三日月かかりや
虫も音を引くほそぼそと虫も音を引くほそぼそと虫も音を引くほそぼそと虫も音を引くほそぼそと

の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。
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照手姫遺跡の碑
姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説

話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を
みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。
巷間謡わるる巷間謡わるる巷間謡わるる巷間謡わるる 
ほんに横山照手の前のほんに横山照手の前のほんに横山照手の前のほんに横山照手の前の
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虫も音を引くほそぼそと虫も音を引くほそぼそと虫も音を引くほそぼそと虫も音を引くほそぼそと

の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。
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碑 
姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説

話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を
みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。
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の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。
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姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説
話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を
みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。

眉に似たよな三日月かかりや眉に似たよな三日月かかりや眉に似たよな三日月かかりや眉に似たよな三日月かかりや 
 

の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。
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姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説
話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を
みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。

の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。
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眺望の場

姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説
話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を
みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。

の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。
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番田駅前

榎神社場 

姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説
話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を
みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。

の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。の風情をしのびつつ永くその跡を伝えんとするものである。 
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駅前 

榎神社 

姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説姥川の水源地として清水がこんこんと湧きいずる泉であった。説
話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を話の主である照手姫が産湯に使い長じては朝な夕なにその玉の肌を
みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。みがいたという往時茫々、工業団地の排水路となり清泉は涸れた。 
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田尻第 
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ロマン探訪
の小路 
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上溝城跡 

鳩川 

のハナ 
並木 

和田榎

相模線
駅前 

探訪

亀ヶ池八幡
宮 七福神

和田榎 

池八幡
七福神 

道 保 川
公 園 昼
食

ツバキ
千重咲

榎神社
「「「「榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の

美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は
日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい
ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有
名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵
方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇
の主人公です。の主人公です。の主人公です。の主人公です。
榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根

付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目
で明治で明治で明治で明治
のです。のです。のです。のです。
年、樹高年、樹高年、樹高年、樹高

横山公園
相模原園芸試験場跡地

月までの月までの月までの月までの
市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移
転しています。転しています。転しています。転しています。

照手のハナモモ誕生の地照手のハナモモ誕生の地照手のハナモモ誕生の地照手のハナモモ誕生の地
    
手白、照手姫。ほうき性手白、照手姫。ほうき性手白、照手姫。ほうき性手白、照手姫。ほうき性
きのような形きのような形きのような形きのような形
狭い狭い狭い狭い
下旬から下旬から下旬から下旬から
す。す。す。す。
 
カナメモチカナメモチカナメモチカナメモチ
    
なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培
方法を日本で初めて方法を日本で初めて方法を日本で初めて方法を日本で初めて
て確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎を
作りました。作りました。作りました。作りました。

道 保 川
公 園 昼
食ＷＣ 

ツバキ 
千重咲き 

榎神社 
榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の

美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は
日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい
ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有
名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵
方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇
の主人公です。の主人公です。の主人公です。の主人公です。
榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根

付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目
で明治で明治で明治で明治 18 年年年年(1885
のです。のです。のです。のです。(胸高周囲胸高周囲胸高周囲胸高周囲
年、樹高年、樹高年、樹高年、樹高 20m) 

横山公園
相模原園芸試験場跡地

(昭和昭和昭和昭和 27
月までの月までの月までの月までの
市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移
転しています。転しています。転しています。転しています。

 
照手のハナモモ誕生の地照手のハナモモ誕生の地照手のハナモモ誕生の地照手のハナモモ誕生の地
    新品種新品種新品種新品種    
手白、照手姫。ほうき性手白、照手姫。ほうき性手白、照手姫。ほうき性手白、照手姫。ほうき性
きのような形きのような形きのような形きのような形
狭い狭い狭い狭い場所でも植栽できます。場所でも植栽できます。場所でも植栽できます。場所でも植栽できます。
下旬から下旬から下旬から下旬から
す。す。す。す。 
 
カナメモチカナメモチカナメモチカナメモチ
    生け垣用樹木として一般的に生け垣用樹木として一般的に生け垣用樹木として一般的に生け垣用樹木として一般的に
なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培
方法を日本で初めて方法を日本で初めて方法を日本で初めて方法を日本で初めて
て確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎を
作りました。作りました。作りました。作りました。

亀ヶ池八幡宮
（創建元弘元年（創建元弘元年（創建元弘元年（創建元弘元年

承承承承]、祭神応神天皇、祭神応神天皇、祭神応神天皇、祭神応神天皇
社名は社殿の東側にあった社名は社殿の東側にあった社名は社殿の東側にあった社名は社殿の東側にあった

亀が沢山いた池の名にちなん亀が沢山いた池の名にちなん亀が沢山いた池の名にちなん亀が沢山いた池の名にちなん
だといわれています。境内にだといわれています。境内にだといわれています。境内にだといわれています。境内に
は名木「夫婦イチョウ」が仲は名木「夫婦イチョウ」が仲は名木「夫婦イチョウ」が仲は名木「夫婦イチョウ」が仲
良く立ち並び地域の人々に親良く立ち並び地域の人々に親良く立ち並び地域の人々に親良く立ち並び地域の人々に親
しまれています。慶しまれています。慶しまれています。慶しまれています。慶安安安安
(1649 年年年年
のののの朱印朱印朱印朱印地を地を地を地を与与与与えられていまえられていまえられていまえられていま
す。す。す。す。御御御御神神神神体体体体の木の木の木の木造坐像造坐像造坐像造坐像はははは背背背背名名名名
によりによりによりにより暦暦暦暦応応応応
原吉原吉原吉原吉高朝高朝高朝高朝臣臣臣臣によってによってによってによって彫彫彫彫られ、られ、られ、られ、
相模原相模原相模原相模原市内では市内では市内では市内では最古最古最古最古のもののもののもののもの
で、市の指で、市の指で、市の指で、市の指定文化財定文化財定文化財定文化財になってになってになってになって
います。これらのいます。これらのいます。これらのいます。これらの事事事事がががが考慮考慮考慮考慮ささささ
れて昭和れて昭和れて昭和れて昭和
より市内ではより市内ではより市内ではより市内では唯唯唯唯一の一の一の一の献弊献弊献弊献弊使使使使派派派派
遣遣遣遣神社に指神社に指神社に指神社に指定定定定されています。されています。されています。されています。
祭日祭日祭日祭日(9
楽楽楽楽がががが奉納奉納奉納奉納されます。されます。されます。されます。

道保川公園
(5.3ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール
道保道保道保道保川の源流と、まわりの樹川の源流と、まわりの樹川の源流と、まわりの樹川の源流と、まわりの樹

林林林林をををを保保保保全した公全した公全した公全した公園園園園です。です。です。です。野鳥野鳥野鳥野鳥やややや
植植植植物物物物のののの観察観察観察観察はもちはもちはもちはもちろろろろん初ん初ん初ん初夏夏夏夏にはにはにはには
ホタルホタルホタルホタルのののの乱舞乱舞乱舞乱舞もももも楽楽楽楽しめます。しめます。しめます。しめます。
地域の地域の地域の地域のシシシシンンンンボルボルボルボルとしてとしてとしてとして後世後世後世後世

にににに残残残残したい沢のしたい沢のしたい沢のしたい沢のせせせせせせせせららららぎぎぎぎとととと野鳥野鳥野鳥野鳥
のさえずりをのさえずりをのさえずりをのさえずりを心ゆ心ゆ心ゆ心ゆくまでくまでくまでくまで味味味味わっわっわっわっ
てください。てください。てください。てください。

 

榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の
美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は
日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい
ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有
名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵
方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇
の主人公です。の主人公です。の主人公です。の主人公です。 
榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根

付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目
(1885 年年年年)に植えられたもに植えられたもに植えられたもに植えられたも

胸高周囲胸高周囲胸高周囲胸高周囲 3.5m
 

横山公園 
相模原園芸試験場跡地

27 年年年年 5 月から月から月から月から平成平成平成平成
月までの月までの月までの月までの 44 年間年間年間年間
市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移
転しています。転しています。転しています。転しています。 

照手のハナモモ誕生の地照手のハナモモ誕生の地照手のハナモモ誕生の地照手のハナモモ誕生の地
    照手照手照手照手紅紅紅紅、照手、照手、照手、照手桃桃桃桃、照、照、照、照

手白、照手姫。ほうき性手白、照手姫。ほうき性手白、照手姫。ほうき性手白、照手姫。ほうき性
きのような形きのような形きのような形きのような形)でででで枝枝枝枝が横にが横にが横にが横に伸伸伸伸びずびずびずびず

場所でも植栽できます。場所でも植栽できます。場所でも植栽できます。場所でも植栽できます。
下旬から下旬から下旬から下旬から 4 月にかけて月にかけて月にかけて月にかけて開花開花開花開花しましましましま

カナメモチカナメモチカナメモチカナメモチ(レッドロビンレッドロビンレッドロビンレッドロビン
生け垣用樹木として一般的に生け垣用樹木として一般的に生け垣用樹木として一般的に生け垣用樹木として一般的に

なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培
方法を日本で初めて方法を日本で初めて方法を日本で初めて方法を日本で初めて
て確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎を
作りました。作りました。作りました。作りました。 

池八幡宮
（創建元弘元年（創建元弘元年（創建元弘元年（創建元弘元年
、祭神応神天皇、祭神応神天皇、祭神応神天皇、祭神応神天皇
社名は社殿の東側にあった社名は社殿の東側にあった社名は社殿の東側にあった社名は社殿の東側にあった

亀が沢山いた池の名にちなん亀が沢山いた池の名にちなん亀が沢山いた池の名にちなん亀が沢山いた池の名にちなん
だといわれています。境内にだといわれています。境内にだといわれています。境内にだといわれています。境内に
は名木「夫婦イチョウ」が仲は名木「夫婦イチョウ」が仲は名木「夫婦イチョウ」が仲は名木「夫婦イチョウ」が仲
良く立ち並び地域の人々に親良く立ち並び地域の人々に親良く立ち並び地域の人々に親良く立ち並び地域の人々に親
しまれています。慶しまれています。慶しまれています。慶しまれています。慶安安安安

年年年年)にににに幕府幕府幕府幕府から社から社から社から社領領領領
のののの朱印朱印朱印朱印地を地を地を地を与与与与えられていまえられていまえられていまえられていま
す。す。す。す。御御御御神神神神体体体体の木の木の木の木造坐像造坐像造坐像造坐像はははは背背背背名名名名
によりによりによりにより暦暦暦暦応応応応 4 年年年年
原吉原吉原吉原吉高朝高朝高朝高朝臣臣臣臣によってによってによってによって彫彫彫彫られ、られ、られ、られ、
相模原相模原相模原相模原市内では市内では市内では市内では最古最古最古最古のもののもののもののもの
で、市の指で、市の指で、市の指で、市の指定文化財定文化財定文化財定文化財になってになってになってになって
います。これらのいます。これらのいます。これらのいます。これらの事事事事がががが考慮考慮考慮考慮ささささ
れて昭和れて昭和れて昭和れて昭和 43 年には年には年には年には県県県県神社神社神社神社庁庁庁庁
より市内ではより市内ではより市内ではより市内では唯唯唯唯一の一の一の一の献弊献弊献弊献弊使使使使派派派派
遣遣遣遣神社に指神社に指神社に指神社に指定定定定されています。されています。されています。されています。

(9 月月月月 15 日日日日
楽楽楽楽がががが奉納奉納奉納奉納されます。されます。されます。されます。

道保川公園 
ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール

道保道保道保道保川の源流と、まわりの樹川の源流と、まわりの樹川の源流と、まわりの樹川の源流と、まわりの樹
林林林林をををを保保保保全した公全した公全した公全した公園園園園です。です。です。です。野鳥野鳥野鳥野鳥やややや
植植植植物物物物のののの観察観察観察観察はもちはもちはもちはもちろろろろん初ん初ん初ん初夏夏夏夏にはにはにはには
ホタルホタルホタルホタルのののの乱舞乱舞乱舞乱舞もももも楽楽楽楽しめます。しめます。しめます。しめます。
地域の地域の地域の地域のシシシシンンンンボルボルボルボルとしてとしてとしてとして後世後世後世後世

にににに残残残残したい沢のしたい沢のしたい沢のしたい沢のせせせせせせせせららららぎぎぎぎとととと野鳥野鳥野鳥野鳥
のさえずりをのさえずりをのさえずりをのさえずりを心ゆ心ゆ心ゆ心ゆくまでくまでくまでくまで味味味味わっわっわっわっ
てください。てください。てください。てください。 

榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の
美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は
日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい
ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有
名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵
方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇

榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根
付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目

に植えられたもに植えられたもに植えられたもに植えられたも
3.5m、樹、樹、樹、樹齢約齢約齢約齢約

相模原園芸試験場跡地
月から月から月から月から平成平成平成平成

年間年間年間年間)    現現現現在在在在はははは平塚平塚平塚平塚
市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移

照手のハナモモ誕生の地照手のハナモモ誕生の地照手のハナモモ誕生の地照手のハナモモ誕生の地 
照手照手照手照手紅紅紅紅、照手、照手、照手、照手桃桃桃桃、照、照、照、照

手白、照手姫。ほうき性手白、照手姫。ほうき性手白、照手姫。ほうき性手白、照手姫。ほうき性(竹竹竹竹ぼうぼうぼうぼう
でででで枝枝枝枝が横にが横にが横にが横に伸伸伸伸びずびずびずびず

場所でも植栽できます。場所でも植栽できます。場所でも植栽できます。場所でも植栽できます。
月にかけて月にかけて月にかけて月にかけて開花開花開花開花しましましましま

レッドロビンレッドロビンレッドロビンレッドロビン) 
生け垣用樹木として一般的に生け垣用樹木として一般的に生け垣用樹木として一般的に生け垣用樹木として一般的に

なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培
方法を日本で初めて方法を日本で初めて方法を日本で初めて方法を日本で初めて 10 年をかけ年をかけ年をかけ年をかけ
て確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎を

池八幡宮 
（創建元弘元年（創建元弘元年（創建元弘元年（創建元弘元年[1331
、祭神応神天皇、祭神応神天皇、祭神応神天皇、祭神応神天皇）））） 
社名は社殿の東側にあった社名は社殿の東側にあった社名は社殿の東側にあった社名は社殿の東側にあった

亀が沢山いた池の名にちなん亀が沢山いた池の名にちなん亀が沢山いた池の名にちなん亀が沢山いた池の名にちなん
だといわれています。境内にだといわれています。境内にだといわれています。境内にだといわれています。境内に
は名木「夫婦イチョウ」が仲は名木「夫婦イチョウ」が仲は名木「夫婦イチョウ」が仲は名木「夫婦イチョウ」が仲
良く立ち並び地域の人々に親良く立ち並び地域の人々に親良く立ち並び地域の人々に親良く立ち並び地域の人々に親
しまれています。慶しまれています。慶しまれています。慶しまれています。慶安安安安

にににに幕府幕府幕府幕府から社から社から社から社領領領領
のののの朱印朱印朱印朱印地を地を地を地を与与与与えられていまえられていまえられていまえられていま
す。す。す。す。御御御御神神神神体体体体の木の木の木の木造坐像造坐像造坐像造坐像はははは背背背背名名名名

年年年年(1341 年年年年
原吉原吉原吉原吉高朝高朝高朝高朝臣臣臣臣によってによってによってによって彫彫彫彫られ、られ、られ、られ、
相模原相模原相模原相模原市内では市内では市内では市内では最古最古最古最古のもののもののもののもの
で、市の指で、市の指で、市の指で、市の指定文化財定文化財定文化財定文化財になってになってになってになって
います。これらのいます。これらのいます。これらのいます。これらの事事事事がががが考慮考慮考慮考慮ささささ

年には年には年には年には県県県県神社神社神社神社庁庁庁庁
より市内ではより市内ではより市内ではより市内では唯唯唯唯一の一の一の一の献弊献弊献弊献弊使使使使派派派派
遣遣遣遣神社に指神社に指神社に指神社に指定定定定されています。されています。されています。されています。

日日日日)にはにはにはには雅楽・舞雅楽・舞雅楽・舞雅楽・舞
楽楽楽楽がががが奉納奉納奉納奉納されます。されます。されます。されます。 

 
ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール) 

道保道保道保道保川の源流と、まわりの樹川の源流と、まわりの樹川の源流と、まわりの樹川の源流と、まわりの樹
林林林林をををを保保保保全した公全した公全した公全した公園園園園です。です。です。です。野鳥野鳥野鳥野鳥やややや
植植植植物物物物のののの観察観察観察観察はもちはもちはもちはもちろろろろん初ん初ん初ん初夏夏夏夏にはにはにはには
ホタルホタルホタルホタルのののの乱舞乱舞乱舞乱舞もももも楽楽楽楽しめます。しめます。しめます。しめます。
地域の地域の地域の地域のシシシシンンンンボルボルボルボルとしてとしてとしてとして後世後世後世後世

にににに残残残残したい沢のしたい沢のしたい沢のしたい沢のせせせせせせせせららららぎぎぎぎとととと野鳥野鳥野鳥野鳥
のさえずりをのさえずりをのさえずりをのさえずりを心ゆ心ゆ心ゆ心ゆくまでくまでくまでくまで味味味味わっわっわっわっ

榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の榎さま」として親しまれ伝説上の
美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は美女照手姫を祀っています。照手姫は
日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい日金沢地区で生まれたと言われてい
ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有ます。浄瑠璃「小栗判官一代記」で有
名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵名な照手姫は武将横山将監の娘で敵
方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇方の武将小栗判官と恋仲になる悲劇

榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根榎は照手姫が地面に刺した杖が根
付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目付いた逆さ榎で、現存するのは二代目

に植えられたもに植えられたもに植えられたもに植えられたも
、樹、樹、樹、樹齢約齢約齢約齢約 100

相模原園芸試験場跡地 
月から月から月から月から平成平成平成平成 7 年年年年 3

現現現現在在在在はははは平塚平塚平塚平塚
市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移市の農業総合研究所に機能を移

 
照手照手照手照手紅紅紅紅、照手、照手、照手、照手桃桃桃桃、照、照、照、照

竹竹竹竹ぼうぼうぼうぼう
でででで枝枝枝枝が横にが横にが横にが横に伸伸伸伸びずびずびずびず

場所でも植栽できます。場所でも植栽できます。場所でも植栽できます。場所でも植栽できます。3 月月月月
月にかけて月にかけて月にかけて月にかけて開花開花開花開花しましましましま

 
生け垣用樹木として一般的に生け垣用樹木として一般的に生け垣用樹木として一般的に生け垣用樹木として一般的に

なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培なっているレッドロビンの栽培
年をかけ年をかけ年をかけ年をかけ

て確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎をて確立して全国に普及の基礎を

[1331 年伝年伝年伝年伝

社名は社殿の東側にあった社名は社殿の東側にあった社名は社殿の東側にあった社名は社殿の東側にあった
亀が沢山いた池の名にちなん亀が沢山いた池の名にちなん亀が沢山いた池の名にちなん亀が沢山いた池の名にちなん
だといわれています。境内にだといわれています。境内にだといわれています。境内にだといわれています。境内に
は名木「夫婦イチョウ」が仲は名木「夫婦イチョウ」が仲は名木「夫婦イチョウ」が仲は名木「夫婦イチョウ」が仲
良く立ち並び地域の人々に親良く立ち並び地域の人々に親良く立ち並び地域の人々に親良く立ち並び地域の人々に親
しまれています。慶しまれています。慶しまれています。慶しまれています。慶安安安安 2 年年年年

にににに幕府幕府幕府幕府から社から社から社から社領領領領 7石石石石
のののの朱印朱印朱印朱印地を地を地を地を与与与与えられていまえられていまえられていまえられていま
す。す。す。す。御御御御神神神神体体体体の木の木の木の木造坐像造坐像造坐像造坐像はははは背背背背名名名名

年年年年)にににに藤藤藤藤
原吉原吉原吉原吉高朝高朝高朝高朝臣臣臣臣によってによってによってによって彫彫彫彫られ、られ、られ、られ、
相模原相模原相模原相模原市内では市内では市内では市内では最古最古最古最古のもののもののもののもの
で、市の指で、市の指で、市の指で、市の指定文化財定文化財定文化財定文化財になってになってになってになって
います。これらのいます。これらのいます。これらのいます。これらの事事事事がががが考慮考慮考慮考慮ささささ

年には年には年には年には県県県県神社神社神社神社庁庁庁庁
より市内ではより市内ではより市内ではより市内では唯唯唯唯一の一の一の一の献弊献弊献弊献弊使使使使派派派派
遣遣遣遣神社に指神社に指神社に指神社に指定定定定されています。されています。されています。されています。

にはにはにはには雅楽・舞雅楽・舞雅楽・舞雅楽・舞

道保道保道保道保川の源流と、まわりの樹川の源流と、まわりの樹川の源流と、まわりの樹川の源流と、まわりの樹
林林林林をををを保保保保全した公全した公全した公全した公園園園園です。です。です。です。野鳥野鳥野鳥野鳥やややや
植植植植物物物物のののの観察観察観察観察はもちはもちはもちはもちろろろろん初ん初ん初ん初夏夏夏夏にはにはにはには
ホタルホタルホタルホタルのののの乱舞乱舞乱舞乱舞もももも楽楽楽楽しめます。しめます。しめます。しめます。 
地域の地域の地域の地域のシシシシンンンンボルボルボルボルとしてとしてとしてとして後世後世後世後世

にににに残残残残したい沢のしたい沢のしたい沢のしたい沢のせせせせせせせせららららぎぎぎぎとととと野鳥野鳥野鳥野鳥
のさえずりをのさえずりをのさえずりをのさえずりを心ゆ心ゆ心ゆ心ゆくまでくまでくまでくまで味味味味わっわっわっわっ


