
 

 
資 1 

参考資料 

１  主な参考文献・資料（順不同）  

資料名 編著者・発行者 発行年 

鹿島市年表 迎昭典：編 2008 

鹿島市市政要覧 鹿島市 2014 

鹿島市の文化財～ふるさと歴史探訪～ 鹿島市教育委員会 2009 

鹿島市史 鹿島市史編纂委員会・鹿島市 1974 

肥前国風土記 不明 奈良時代初期 

図説武雄・鹿島・嬉野・杵島・藤津の歴史 鍋島朝倫、木庭信昌 2009 

佐賀県の中近世城屋館 佐賀県教育委員会 2014 

肥前濱町史 中村満 1998 

鹿島市五十年のあゆみ市制 50周年記念誌 鹿島市史執筆委員会・鹿島市 2004 

鹿島の人物誌 鹿島市史執筆委員会・鹿島市 1987 

鹿島志 鍋島直條 1685 

佐賀県遺産ガイドブック 佐賀県 2018 

鹿島鍋島藩日記 鹿島藩 1686～1898 

音成の面浮立 鹿島市教育委員会 1979 

肥前国藤津郡濱宿界隈の歴史 峰松正輝 2013 

跳躍する鹿島市/産業と観光 株式会社東京交通社 1960頃 

藤津郡人物小志 池田毅・祐徳文庫 1931 

鹿島市浜宿伝統的建造物群保存対策調査

報告書 
鹿島市教育委員会 1999 

佐賀県近代化遺産総合調査報告書 佐賀県教育委員会 2002 

佐賀県酒造史 佐賀県酒造組合 1967 

肥前浜宿重要伝統的建造物群保存地区保

存事業報告書 

重要伝統的建造物群保存地区選定 10

年の歩み事業実行委員会、ＮＰＯ法人

肥前浜宿水とまちなみの会、鹿島市建

設環境部都市建設課 

2016 

鹿島の神社と寺院 鹿島市史執筆委員会・鹿島市 1991 

佐賀有明海苔の歩み 園田十四三 1970 

祐徳稲荷神社案内記 八陣隈一 1909 

地理学講座第７巻 地人書館 1937 

鹿島市祐徳門前地区街なみ環境整備事業

建物調査結果 
鹿島市 2018 

祐徳稲荷神社史（坤） 山口良吾・祐徳稲荷神社社務所 1941 

ナイスわが街抜粋版 織田正人 1999 



 

 
資 2 

資料名 編著者・発行者 発行年 

鎮西日光祐徳稲荷神社参拝の栞 不明 昭和初期 

肥前鹿島祐徳稲荷神社（パンフレット） 祐徳稲荷神社社務所 1929 

旅、第４ 朝日新聞社：編 1961 

桜の名所旭ヶ岡公園のあゆみ 鹿島市 2014 

鹿島城赤門及び大手門 （社）佐賀県建築士会 2010 

鹿島の歴史と民俗 佐々木勝 1996 

鹿島町制 40周年記念誌 
鹿島町制４０周年記念誌編纂委員会・

鹿島町役場 
1954 

鍋島直彬公伝 星野英夫・鍋島直彬公四十年祭記念会 1970 

佐賀県民俗芸能緊急調査 佐賀県教育委員会 
1997年度、

1998年度 

写真アルバム 武雄・鹿島・嬉野・杵島・

藤津の昭和 
樹林舎 2014 

新町地区子供獅子浮立保存会資料 新町地区子供獅子浮立保存会 1952～ 

浅浦のあゆみ第一集 浅浦区史編集委員会・浅浦区 1982 

佐賀県の民俗芸能 佐賀県教育委員会 1999 

 

 
 

２  掲載図・写真・文書等一覧  

頁 資料名 出典・年代 等 所蔵・編著者・発行者 

22 
儀助平洞穴 

鹿島市の文化財～ふるさと

歴史探訪～・2009 
鹿島市教育委員会 

西塩屋貝塚 

23 

「藤の森」遺跡 

五畝田古墳副葬品 

行成の「鬼塚」古墳 

24 かつての茅葺蓮厳院  

25 蟻尾城跡 

26 鹿城川 

32 
石油発動車  個人 

建設中の長崎本線 

鹿島市五十年のあゆみ市政

50周年記念誌・2004 

鹿島市史執筆委員会・

鹿島市 33 

海苔養殖の様子 

海苔養殖場 

多良岳開拓パイロット事業 

34 
肥前浜宿水とまちなみの会の主

な活動 

まちづくり活動支援事例

集：佐賀県（平成 17年度～

19年度） 

佐賀県 
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頁 資料名 出典・年代 等 所蔵・編著者・発行者 

36 

覚鑁 
鹿島の人物誌・1987 

鹿島市史執筆委員会・

鹿島市 鍋島直朝 

雲谷庵 案内板「ふるさとの先人達」

（鹿島城址内に設置） 
鹿島市教育委員会 

直朝夫人 萬子 

干拓 鹿島市の文化財～ふるさと

歴史探訪～・2009 
鹿島市教育委員会 

37 

鹿島錦 

鍋島直彬  鹿島の人物誌・1987 
鹿島市史執筆委員会・

鹿島市 

尾崎天風 
肥前国藤津郡濱宿界隈の歴

史・2013 
峰松正輝 

42 
木版摺更紗 

鹿島市の文化財～ふるさと

歴史探訪～・2009 
鹿島市教育委員会 

カササギ 

45 吉田家住宅 

46 

鹿島城赤門 

祐徳稲荷神社境内命婦社 

音成の面浮立 

47 
母ヶ浦の面浮立 

鬼塚 

48、110 武家屋敷棟門 

48 

旧乗田家住宅 

浅浦の面浮立 

藤の森 

49 
普明寺とその寺域 

岩屋観音イロハモミジ 

50 旭ヶ岡公園 

51 鹿城川 

51、64、

132 
泰智寺 

52 祐徳稲荷神社 

53 沖の島まいり 

55 鹿島錦紗綾形文筥迫 

60 肥前浜宿まちなみ案内 肥前浜宿まちなみ案内図 
NPO 肥前浜宿水とま

ちなみの会 

62 峰松酒造場 
 大塚紘雅 

63 金時食堂 

65 事比羅神社の石段（昭和 36年）  個人 

67 昭和初期頃の酒造りの様子  個人 

68、69 日本酒の醸造工程  肥前屋 
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頁 資料名 出典・年代 等 所蔵・編著者・発行者 

72 
ふな市 

 大塚紘雅 
ふな市で売られる鮒 

74 
タナジブ 

有明海漁業況図（江戸時代） ㈱竹八 
ムツカケ 

83 祇園祭の厄除けちまき 

京都市生物多様性総合情報

サイト京生きものミュージ

アム生物多様性リレーコラ

ム「祇園祭とチマキザサ」 

東口 涼 

85 祐徳門前町の商店マップ 祐徳いろは参歩 祐徳観光商店連盟 

86 肥前浜宿の水路等の分布 
鹿島市浜宿伝統的建造物群

保存対策調査報告書・1999 
鹿島市教育委員会 

92 祐徳門前町の水路の変遷 
鹿島市祐徳門前地区街なみ

環境整備事業計画書・2018 
鹿島市 

93 お田植祭  古枝公民館 

96 祐徳稲荷神社参詣の順路案内 祐徳稲荷神社案内記・1909 八陣隈一 

97 祐徳稲荷神社参拝略図 
鎮西日光祐徳稲荷神社参拝

の栞 

発行者不明 

個人所蔵 

98 祐徳稲荷神社周辺鳥瞰図 
祐徳稲荷神社参拝交通名所

図会・1929 祐徳稲荷神社社務所 

100 浜川での洗い物 絵葉書 個人 

103 設置された頃の赤鳥居  個人 

107 元鹿島県陣屋絵図 
鹿島市の文化財～ふるさと

歴史探訪～・2009 
鹿島市民図書館 

108 旭ヶ岡公園マップ 
鹿島城址旭ヶ岡公園パンフ

レット 
鹿島市商工観光課 

110 慶応年間鹿島城内図 祐徳稲荷神社史（坤）・1941 
山口良吾・祐徳稲荷神

社社務所 

111、139 琴路神社 
鹿島市の文化財～ふるさと

歴史探訪～・2009 
鹿島市教育委員会 

111、139 かつての琴路神社 
鹿島町制 40 周年記念誌・

1954 

鹿島町制４０周年記念

誌編纂委員会・鹿島町

役場 

112、140 昭和５年頃の肥前鹿島駅 絵葉書 個人 

113 花のトンネル 
鹿島町制 40 周年記念誌・

1954 

鹿島町制４０周年記念

誌編纂委員会・鹿島町

役場 

113 昭和 30年頃の旭ヶ岡公園の花見 
桜の名所旭ヶ岡公園のあゆ

み・2014 
鹿島市 
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頁 資料名 出典・年代 等 所蔵・編著者・発行者 

133 野畠の面浮立（昭和２年）  個人 

134 

大村方の獅子舞（昭和中期頃）  個人 

大村方の獅子舞（昭和 10年代） 
アルバム武雄・鹿島・嬉野・

杵島・藤津の昭和 

樹林舎 

大久保正敏 

150 上古枝の面浮立（昭和 17年）  古枝公民館 

158 年代の入った道具 音成の面浮立・1979 鹿島市教育委員会 

213 修景イメージ 鹿島市祐徳門前地区街なみ

環境整備事業計画書・2018 
鹿島市 

217 誘導サインイメージ 

 

 

 

３  写真・資料提供（順不同・敬称略）  

 

・鹿島市民図書館               ・佐賀県 

・古枝公民館                 ・新町子供獅子浮立保存会 

・浜公民館                  ・上古枝区 

・㈱竹八                   ・東口涼 

・樹林舎                   ・大久保正敏                 

・肥前浜宿水とまちなみの会          ・大塚紘雅 

・祐徳稲荷神社、祐徳博物館          ・肥前屋 

・松岡神社                  ・小野原聖公（上古枝区）  

・祐徳観光商店連盟              ・坂本幸三（野畠区） 

・門前商店街活性化事務所 YOU-TOKU庵    ・鹿島市地域おこし協力隊 酒井洋太 

・民俗芸能担い手の皆様 

 


