奥の院

奥の院 別社

楼門・太鼓橋・御本殿
境内は、楼門や神楽殿、本殿などで構成され、
豪華で鮮やかな外観から「鎮西日光 ( 九州の日
光東照宮 )」と称されています。
雄大なご社殿を背景に楼門と太鼓橋を望この場
所は、絶好の撮影スポットになっています。

日本三大稲荷

命婦社

祐徳稲荷神社

創建は 1687 年（貞享 4 年）、肥前鹿島藩主鍋島直
朝公の夫人花山院萬子媛がお輿入れの際、朝廷の
勅願所であった稲荷大神の御分霊を勧請されたこ
とに由来します。以来、商売繁昌、家運繁栄や縁

石壁社

結びのご利益で知られ、多くの参拝客が訪れる日

水鏡

本屈指のパワースポットの一つになっています。

御本殿
岩本社
休憩所

手水舎（てみずしゃ）

日本庭園

参拝する前に手を洗い口をすすいで心身を清め
る場所です。手水舎の水を使って身を清めるこ
とを「手水を取る」といいます。
手水舎の柱は、全て 3 度内向きに傾いており、
昔ながらの耐震構造となっています。

牡丹、朝顔、花菖蒲、紫陽花等、
一年を通じて色々な花が咲き、
秋には紅葉で色づきます。四季
を感じながらゆっくりと散策で
きます。

御神楽殿

岩崎社

エレベーター
楼門

御本殿
117 段の階段を上った舞台造りの上に建てられた神社の中心の建物。御本殿までの
高さは 18m あり、京都清水の舞台より高いことは意外と知られていません。
壁画や天井絵に彩られた御本殿の中へ入っての参拝もできます。（有料）

なで馬

鳥居の額縁には沢山のハート
マークが刻まれていますが、こ
れは「猪の目」といい、火事に
敏感な猪の目を模した火災防止
の御守りです。

3月
4月

5月

歳旦祭（1 日）
節分祭（3 日）
初午祭（2 月初午の日）
祐徳ロードレース
例大祭（3 月初午の日）
祐徳門前春まつり（3 月最終土日）
春季大祭（8 日）
つつじ祭り・祐徳植木市
（4 月下旬〜 5 月上旬）
石壁社春祭（10 日）
ホタル観賞

6月
8月
9月
10 月
11 月
12 月

お田植祭（中旬）
夏祭（1 日）
石壁社秋祭（10 日）
伝承芸能フェスティバル（第 2 日曜）
抜穂祭（9 月下旬〜 10 月上旬）
再建記念祭（第 1 日曜）
七五三祭（15 日）
菊花展
秋季大祭 [ お火たき ]（8 日）
鹿島市特産品まつり（8 日前後）
年越大祓（31 日）

各店舗の紹介は
内面をご覧ください

石壁社（せきへきしゃ）
祐徳稲荷神社を創建された、鹿島藩主鍋島直朝
公夫人萬子媛をおまつりしています。
1750 年、萬子媛は石壁山の寿蔵にて断食、読
経の中でその 80 歳の生涯を全うされました。
その後、萬子媛のおくり名にちなんで「祐徳院」
と呼ばれるようになりました。

受付け

錦波川（浜川）

祐徳博物館

祐徳稲荷神社と門前商店街のイベント情報
1月
2月

門前商店街

休憩所

岩崎社（いわさきしゃ）
御本殿の真下にある小さなお社。恋愛だけでな
く、仕事・商売の縁を結んでくれる神様で、ハー
ト形の絵馬が多数掛けられています。

参集殿

手水舎

祐徳稲荷神社所蔵の御宝物、鹿島鍋島藩歴代の藩主
が用いた鎧兜、美術刀剣、陶磁器、絵画、鹿島錦など、
貴重な品々が展示されています。
【開館時間】 9：00 〜 16：30（年中無休）
【観覧料】大人 300 円、大学生・高校生 200 円、
中学生・小学生 100 円 団体割引有

神橋

社号標

錦波園

命婦社（みょうぶしゃ）
江戸時代から昭和 8 年まで御本殿だった社殿
で、彫刻が素晴らしく江戸時代の神社建築の特
徴を残しています。佐賀県の重要文化財に指定
されています。

外苑 東山つつじ苑

⑪
⑮ 祐徳門前堂

⑭ 野中商店

㉙ 寿し政

㉘ 竹屋食堂

㉗秀佳

㉖ たしろ古美術店

㉓ 加藤商店

㉒ 中村理容

㉔ 村岡屋 宮﨑店

㉕ 七田商店

⑬ 上田商店

⑫ 一ノ瀬茶舗

おみやげの店大祐

⑩ いちのせ商店

⑨ 立花屋

⑧ 新油屋

⑦ 八犬伝総本家

⑥桝屋

㉑ 家督屋

4

ゆうとく庵

㉚竹下 おみきや酒店

祐徳博物館

⑳ 桜屋

錦波園

⑰柳屋

⑯ 油屋本店

）

⑱ 若松屋

浜川

⑲ まつや土産品店

川（

⑤ 井手商店

錦波

③ 油屋支店

参集殿

② 三都屋

①角屋

祐徳稲荷神社

④ 稲荷門 野中本店

日本庭園

【お問合せ】
■祐徳稲荷神社
TEL：0954-62-2151
■鹿島市観光協会 TEL：0954-60-5145

祐徳バス門前営業所
このバス停から発車するバスは
全てＪＲ肥前鹿島駅前の鹿島
バスセンターを経由します。

・・凡例・・

1 角 屋

2 三都屋

3 油屋支店

☎ 0954-62-2748

☎ 0954-62-2626

☎ 0954-62-3676

食堂・軽食

名物「お宝まんじゅう」は、
を
ミネラル豊富な黒糖を
と上
使った、独特な香りと上
饅頭
品な甘さが特徴のお饅頭
です。
ます。
宝くじも販売しています。

大きなお福さん人形が目
印です。日本庭園を眺め
ながら、ゆったりとお食
事。参拝土産も多数品揃
え。宴会、法事、仕出し
も承ります。

有田焼の「赤富士陶彩」
が縁起が良いとして人気。
ふくろう、招き猫、開運
グッズ等、縁起物を多数
揃えています。

土産品店

店
5 井手商店

☎ 0954-62-2760

☎ 0954-62-2754

美味しい米と水で作った
地元酒蔵直送の日本酒や、
栄養満点の甘酒の他、縁
起物、限定ストラップ等
多種品揃えています。

「祐徳せんべい」は、大正
元年創業以来、伝統の味
わいを大切にした銘菓で
す。文字やイラスト入り
のオリジナルせんべいの
ご注文も承ります。

6 桝 屋

7

撮影スポット

祐徳自動車ＨＰ
路線バス時刻表

美容室・床屋
酒屋

8 新油屋

9 立花屋

☎ 0954-62-2464

☎ 0954-62-2539

☎ 0954-62-2084

☎ 0954-63-5381

十二支置物、招き猫、う
れしの茶、各種民芸品等、
お土産に最適なものを取
り揃えています。

さが桜マラソン公式エイ
ド（補給食）のチョコチッ
プ丸ぼうろ、紅いも丸ぼ
うろを製造販売。冬を中
心に天津甘栗、豚まん等
も販売。

祐徳名物「稲荷ようかん」
の製造元です。
別名「糸切り羊羹」無添加・
無着色、良質な小豆と寒
天を原材料にした、甘さ
控えめの羊羹です。

味とこころでおもてなし。
会席料理、ランチメニュー
はもちろん、慶事、法事、
大小宴会、仕出し承りま
す。少人数から送迎致し
ます。

10

11 大 祐

12

13 上田商店

14 野中商店

15

16 油屋本店

☎ 0954-62-3962

☎ 0954-63-1481

☎ 0954-62-2338

☎ 0954-62-2851

☎ 0954-62-6139

☎ 0954-63-0505

☎ 0954-62-3812

厳選した梅肉と真昆布に
唐辛子を加えたピリリと
辛くて酸っぱいとうがら
し梅茶等、試飲をご用意
してお待ちしております。

祐徳名物「稲荷ようかん」
をはじめ、村岡屋の「さ
が錦」、小城羊羹、祐徳銘
菓、嬉野茶、常滑急須、
演芸グッズ等を取り揃え
ています。

「祐徳神社御用達」のうれ
しの茶専門店です。
煎茶から玉露、粉茶と多
種多様に揃えています。
量り売りもあります。

のごみ人形、竹製品、有
田焼等、お土産品全般を
取り揃えています。
他にも演芸グッズや嬉野
茶、糸切り羊羹も人気で
す。

参拝みやげの他、縁起物
の開運・必勝だるま、招
き猫、郷土民芸品、わらじ、
演芸用かつら等取り揃え
ています。

甘栗、たこ焼、焼とり、
たい焼など、味と素材に
こだわった美味しい物が
盛りだくさん！

神具は神棚一式、仏具は
茶湯器や仏飯器、線香、
ローソク等を取り揃えて
います。
神具で分からない事はお
気軽にお尋ねください。

17 柳 屋

18 若 松 屋

19

20 桜 屋

21 家 督 屋

22 中村理容

23 加藤商店

☎ 0954-63-2882

☎ 0954-63-3668

☎ 0954-62-5450

☎ 0954-62-2858

☎ 0954-62-3675

疲労回復に一杯の「梅ゆ
かり」
当店イチオシの商品です。
他にも、うれしの茶、黒
糖ぼうろ等々、各種取り
揃えています。

個人客様から団体客様ま
でご利用いただけます。
とろ〜り玉子のかつ丼や、
弾力のあるうすあげが美
味しい、きつねうどん等
オススメです！

鹿島産、無農薬の柚子と
唐辛子を使った手作り柚
子こしょうがおすすめ。
御朱印帳も多数取り揃え
ています。

ネコグッズ始め、ふくろ
う等の縁起物やのごみ人
形を取り揃えています。
かわいいネコ二匹とお待
ちしています。
是非お立ち寄りください。

旬の味を大切に、心を込
めたお料理でおもてなし。
多良岳山系の水で育った
鯉料理は絶品。具だくさ
んのちゃんぽんもおすす
めです。

アットホームな雰囲気の
理容店です。
「乾かす前に付けるだ
け！」 ヘアートリートメ
ント販売中。

☎ 0954-63-4598

招き猫の専門店です。
干支の置物も多数品揃え。
正月から 2 ヶ月限定で駄
菓子各種を販売していま
す。

☎ 0954-62-9207

24

25 七田商店

26

27 秀 佳

28 竹屋食堂

29 寿 し 政

30

☎ 0954-62-2612

☎ 0954-62-7000

☎080-1753-1605

☎ 0954-62-2816

☎ 0954-63-2348

☎ 0954-62-5617

☎ 0954-62-3731

村岡屋の商品取り扱い店
です。佐賀の銘菓、さが錦、
丸ぼうろ、小城羊羹など、
佐賀の和菓子を販売して
います。

のごみ人形・置物等民芸
品、あめがた・おこし等
のお菓子を取扱い。
おばあちゃん手作りの柚
子こしょうもおすすめで
す。

掛軸、皿、壺、置物、茶
道具、香炉、火鉢等取り
揃えています。
掘り出し物を見つけてく
ださい！

肥前びーどろをはじめと
したガラス工芸品、のご
み人形、陶器等を中心に
取り揃えています。

祐徳バス門前停留所の角
の食堂です。
ちゃんぽん、うどん、そば、
かつ丼の他、ありたどり
を使ったメニューが人気
です。

寿司屋なのにうどんが旨
い店で有名です。寿司の
他、定食、どんぶり類も
オススメです。大皿料理、
コース料理はご事前にご
予約ください。

佐賀県のおいしい地酒を
中心に販売。お酒の事な
ら、お任せあれ！！お客
様にぴったりの１本を一
緒に探しましょう。お待
ちしております。

