
 

 

 
 

～あ行～ 
  

蓮福寺の絵馬 

 蓮福寺には、大小の絵馬が約２３０点も残されています。 

 これらの絵馬は「乳出」「乳もらい」と呼ばれ、女性の乳房から母

乳がほとばしっている様子を描いたものがほぼ半数を占めており、も

っと母乳が出て、子どもが元気に育つようにと願ったものでしょう。 

（昭和５０年６月１日町指定有形民俗文化財） 

松伏小学校 ５年 武藤 衣純 松伏小学校 ４年 武藤 衣純 

  

エローラ少年少女合唱団 

 田園ホール・エローラができたのを契機に「子どもの情操教育に音

楽を」という理念で、平成３年、町が事務局となりエローラ少年少女

合唱団が生まれました。小学生から高校生まで、高レベルの合唱団を

目指し練習しています。定期演奏会、クリスマスコンサート、福祉施

設等への慰問、町の各種イベントにも参加し、地域に根ざした幅広い

活動を行っています。 

松伏小学校 ６年 近藤 百合夏 松伏小学校 １年 河井 拓杜 

  

金子丑之助 

 松伏町魚沼で生まれた日本の解剖学の権威者故金子丑之助博士

は、日本医科大学名誉教授、埼玉医科大学教授を勤めながら、｢解剖

図譜｣｢日本人体解剖学｣など沢山の書物を出版され、日本医学会のた

めに尽くされました。 

 また、母校の金杉小学校を始め多くの浄財を寄贈していただき、

金杉小学校には、胸像が建てられています。初代名誉町民です。 

松伏中学校 ３年 岡田 勝樹 松伏第二小学校 ６年 鈴木 美里 

  

栄光院貝塚 

 築比地の台地上にある、今から３，５００年ほど前の縄文後期の遺

跡が、栄光院貝塚です。この貝塚は、大正１２年江戸川改修工事が行

われた時、縄文土器、大量の獣骨、数十種類の貝殻、石器、鉄器など、

先住民の生活様式を知る貴重な遺物が発見されて、史跡埼玉県第１号

として指定を受けました。 

（大正１２年３月３１日県指定史跡） 

金杉小学校 ５年 染谷 雅恵 松伏中学校 ３年 清水 悠貴 

  

大イチョウ 

 大川戸八幡神社の境内の中に、樹齢約６５０年といわれるイチョウ

の大木があります。幹回り８．３ｍ、根回り１１．３ｍ、樹立１８ｍ

もの県内でも屈指のイチョウの木です。この木は大川戸宿の領主大川

戸太郎が武運長久を願って八幡神社を建立した際に植樹したものと

いわれていますが、はっきりしたことはわかっていません。 

（昭和７年３月３日県指定天然記念物） 

金杉小学校 ３年 横川 美有 松伏小学校 ４年 前田 奏恵 

※読み札作品は平成１７年度、絵札作品は平成１８年度現在の学年です。 



 

 

 
 

～か行～ 
  

からしなの花 

 ４月中旬から中川や古利根川の両岸は、緑色から黄色に移り変わっ

ていきます。川に沿って黄色の帯を流したような姿を作っているのが

「からし菜」です。 

 からし菜は、アブラナ科の１、２年生の葉菜。原産地は、おそらく

中央アジアでないかといわれ、日本には古くから渡来しています。 

松伏中学校 ３年 金子 久恵 松伏第二小学校 ３年 野口 裕貴 

  

学校給食センター（ほほえみ） 

 松伏町の児童・生徒に安全で豊かな給食を提供できるように給食セ

ンターが平成９年６月２日から稼動しました。 

 給食センターのイメージキャラクターは、「ほほちゃん」「えみちゃ

ん」。愛称の「ほほえみ」や、給食で使用する食器の絵柄は、町内の

子どもたちに公募した結果、決定されました。 

松伏第二小学校 ３年 永福 聡子 金杉小学校 ４年 染谷 雅恵 

  

桜並木 

 田中地区に流れている大落古利根川の堤防１．５㎞に、町民の憩

いの場として桜の木(ソメイヨシノ)を昭和６０年３月に植樹しまし

た。桜の木は、１０ｍ間隔に１５０本、桜の木の間にはツツジ７０

０本も植えられ、松伏町の名所となっています。昭和６１年から桜

まつりを開催し、多くの人たちが桜を楽しんでいます。 

松伏中学校 １年 横川 尚弘 松伏中学校 １年 村田 菜津美 

  

保健センター 

 保健センターは、町民の健康相談や、各種検診、予防接種など町民

の皆さんの健康を守るため、昭和５８年７月にオープンしました。 

 鉄筋コンクリート平屋建ての保健センターは、面積５０２㎡の建物

で、特徴としては、省エネルギーを考慮して太陽の光を利用した節電

型トップライトを使用しました。 

松伏第二小学校 ３年 永福 聡子 松伏小学校 ４年 井坂 将希 

  

静栖寺の石塔群 

 豪農石川民部家の墓所です。高さ３ｍ近い五輪塔・宝篋印塔が３０

数基立ち並ぶ大規模な石塔群で、大名や旗本でもこれほどの墓石を持

つものは希であり、石川民部家による開墾事業の壮大さがしのばれま

す。 

（昭和５０年６月１日町指定有形文化財） 

松伏中学校 ２年 小野 早織 松伏中学校 １年 小野 早織 

※読み札作品は平成１７年度、絵札作品は平成１８年度現在の学年です。 



 

 

 
 

～さ行～ 
  

東埼玉テクノポリス 

 東埼玉テクノポリスは、平成９年、埼玉県が、県東部のこの松伏・

吉川地区に、産業の発展を目的に３２ｈａの農地を工業用地に造り変

えた工業団地で、３４社の会社・工場が事業を営んでいます。名称の

由来は、テクノはテクノロジー（技術）の略、ポリスはギリシャ語で

集落、社会、あわせてテクノポリスは、技術社会、工業団地という意

味です。 

松伏第二中学校 ２年 森田 和佳奈 松伏小学校 ４年 鈴木 愛里 

  

松伏消防署 

 昭和４７年に松伏町役場に仮詰所を設置し、救急車１台で業務を開

始しました。 

 昭和４８年に、今のふれあいセンターかがやきの場所に松伏分署が

完成し、その後、平成７年松伏分署から松伏消防署に名称を変更し、

平成１０年に今の場所に消防署を移転しました。 

※現在の消防署には、すべり棒は無いよ。 

松伏中学校 ２年 金城 瑞穂 松伏中学校 ３年 田口 奈央子 

  

松伏総合公園 

 松伏総合公園は、ゆめみ野地区を水害から守るための池として平

成４年に完成しました。公園は、調整池（町の形）、多目的競技場(サ

ッカー・ソフトボール）、壁内テニス、スペイン風風車があります。

調整池の回りには、８３本の桜の木の他に、様々な木が植樹されて

おり、四季折々の花々を楽しむ住民であふれています。※隣接の松

伏記念公園もあります。 

松伏中学校 １年 宮沢 史織 松伏小学校 ４年 坂﨑 達哉 

  

松伏高等学校 

 埼玉県立松伏高等学校は、昭和５６年に男女共学･普通科で、プレ

ハブ校舎からスタートしました。 

 校章は、松伏町出身の日本画を代表する画家 後藤純男画伯が、

「高」の文字を中心に松の針葉と清流を組み合わせて制作しました。 

 平成６年度には、専門学科として「音楽科｣も新設されました。 

松伏高等学校 ３年 井上 唯 松伏小学校 １年 黒木 温斗 

  

金剛界大日如来坐像 

 大日如来は、この世を照らす太陽のような仏で、真言宗系の密教（秘

密に説かれた深遠な奥義）では、世界を統一する最高位の仏とされて

います。仏像の後ろには、光背といって仏の発する光が大変見事な透

かし彫りで表現されています。仏像は、室町時代の作品と考えられて

います。 

（昭和５０年６月１日町指定有形文化財） 

松伏中学校 １年 山﨑 悠祐 松伏中学校 １年 今野 翼 

※読み札作品は平成１７年度、絵札作品は平成１８年度現在の学年です。 



 

 

 
 

～た行～ 
  

田園地帯 

 松伏町の総面積は、１６．２２ｋ㎡あり、総面積の３２．６％の約

５．３ｋ㎡と最も多く面積を占めているのが田んぼです。 

 町のいたるところに田んぼがあり、５月頃から田植えが始まり、カ

エルの鳴き声が鳴り響いています。９月頃には、黄金色をした稲穂が

たわわに実り、稲刈りの収穫作業を迎えます。 

松伏小学校 ６年 藤田 緑 松伏小学校 １年 橋本 寿乃 

  

力石 

 昔は、力石を持ち上げて力くらべを行い、優勝した人の名前などを

その石に刻んでいました。力比べは、娯楽であり、スポーツであり、

一種の神事でもありました。 力石の重さは様々ですが、５５貫（約

２０６ｋｇ）の石もありました。今でも、力石が置いてある神社もあ

ります。 

※実際の力石は、「力石｣と刻まれていない。 

松伏中学校 ３年 川島 悟 松伏小学校 ４年 猿谷 紘平 

  

本郷貝塚 

 築比地の北部にあり、環状の貝塚を伴う非常に大きな遺跡です。

今まで４回にわたる発掘調査を行い、縄文時代前期(約６，５００年

前）から後期(３，５００年前)の土器や住居跡や、古墳・奈良・平

安時代の住居跡なども確認されています。 

（昭和５１年１０月１日埼玉県選定重要遺跡) 

金杉小学校 ６年 岩崎 仁美 松伏中学校 ３年 深津 沙織 

  

エローラジュニアオーケストラ 

 平成１１年４月に発足した小学生から大学生までのオーケストラ

です。 

 年齢の違う子どもたちが音楽を通して楽しく活動しています。 

 田園ホール・エローラを活動拠点に年１回の定期演奏会のほか、地

域の施設などへの出前演奏にも力を入れています。 

松伏中学校 ３年 須賀 琴美 西武台中学校 ３年 福井 伊和 

  

新利根川碑（河童石） 

 昔の松伏町周辺は、度々の水害で苦しみ、江戸川と庄内古川の切り

はなし工事をし、水害から開放されました。この喜びを記念するため

に１，７３６年に新利根川碑を建立しました。この石碑には「砥根河

重疏碑」と刻まれ、その中の「河重」という文字を「河童」と読み違

え、地元では｢かっぱ石」と呼んでいます。 

（昭和５５年４月２日町指定有形文化財） 

松伏中学校 １年 飯島 辰哉 松伏小学校 ４年 黒沼 大地 

※読み札作品は平成１７年度、絵札作品は平成１８年度現在の学年です。 



 

 

 
 

～な行～ 
  

ほたる 

 昭和４０年代頃には、町内のいたるところに、平家ボタルが飛び回

っていました。しかし、農薬や家庭雑排水の流入などにより、水質が

汚染され徐々にホタルの姿を見ることが少なくなってきました。しか

し近年は、ホタルの飛び交う風景に戻そうと、ホタルの幼虫を人工飼

育し放流する方々が増えています。 

 将来、沢山のホタルを見かける日を夢見て･･･ 

松伏中学校 ２年 鈴木 圭 松伏中学校 ３年 渡辺 篤 

  

ふれあい松伏フェスティバル 

 平成３年に『ふれあい松伏 「第１回町民まつり｣』から始まりま

した。このお祭りは｢町民まつり部門」「文化祭部門｣「健康まつり部

門」「商工まつり部門」「農業祭部門｣に分かれ、松伏記念公園周辺の

施設で同時(農業祭部門は別の日)に開催しました。その後、平成７年

から現在の「ふれあい松伏フェスティバル｣に名称を変更し、毎年開

催されています。 

松伏第二中学校 ２年 加藤 汐織 松伏中学校 ２年 須賀 琴美 

  

小麦まんじゅう 

 小麦まんじゅうは、昔から各家庭で作られていた｢おふくろの味｣

でした。 

 今では、農業収穫祭など町で行われるイベントや、役場敷地内に

ある農産物直売所で販売しています。 

 農家の方々の手作りで、大変好評なため、すぐ売り切れてしまい

ます。一度食べてみませんか。 

松伏第二小学校 ６年 中山 颯士 松伏中学校 １年 藤江 明佳 

  

金杉神社（小づち神社） 

 金杉神社境内の中には横槌を奉納する横槌稲荷があります。 

 この横槌を借りて夜泣きをする子どもの頭をなでると夜泣きが止

むといわれ、そのお礼として新しい横槌を奉納することになっていま

す。 

 大正時代のものから最近のものまで数百点の横槌が奉納されてい

ます。 

松伏中学校 １年 西本 裕子 松伏中学校 １年 長沢 美紅 

  

松伏第二小学校 

 松伏第二小学校は、旧松伏中学校跡地に昭和５５年に完成した、町

で２番目の学校です。 

 校名は、町民に親しまれる学校になるように願い、昭和５４年９月、

公募で決定しました。学校の特徴は、平成１２年に完成した屋上にプ

ールのある重層体育館です。体育館にある木彫りの校歌は、昭和５８

年度の卒業生が、一文字づつ浮き彫りにして製作したものです。 

松伏中学校 ２年 根本 禄子 松伏第二小学校 ３年 大野 詩織 

※読み札作品は平成１７年度、絵札作品は平成１８年度現在の学年です。 


