★鎌倉七福神めぐり
1ー浄智寺・・・布袋尊（不老長寿・家庭円満の神様）
中国唐に実在した僧で常に袋を背負っていたのでこの名がついた
2ー鶴岡八幡宮・・・弁財天（芸・財運を招く神様）
ヒンドウー教の女神サラスヴァティーが仏教に取り込まれた呼び
日本では「才」が「財」の音に通じる事から財の字を使う場合が多い
3ー宝戒寺・・・毘沙門天（病魔退散、財宝富貴の神様）
ヒンドウー教の神クーベラが仏教に取り込まれｳﾞｱｲｼｭﾗｳﾞｱﾅとな
た毘沙門はその音写。四天王の 1 体として造像安置する場合は
北方の守護神多聞天とも呼ぶ。
4ー妙隆寺・・・寿老人（健康・長寿の神様）
国三大宗教道教の神で南極星（ｶﾉｰﾌﾟｽ）の化身で福禄寿と同
の神とされる事もある。酒を好み赤い顔をした長寿の神様。
5ー本覚寺・・・恵比寿（商売繁盛・漁業の神様）
異邦より訪れる外来の神で海の向こうからやって来る水の神。
平安時代や鎌倉時代の八幡宮では市場の神として祭った。
6ー長谷寺・・・大黒天（出世・開運・五穀豊穣の神様）
ヒンドウー教のシヴァの憤怒の化身で破壊と豊穣の神。
7ー御霊神社・・・福禄寿（幸福・財産・長寿・知恵の神様）
中国三大宗教道教の福（幸福）、禄(財産)、寿(長寿)の三徳を具現
化した天南西、南極星（カノープス）の化身とされ寿老人と同体の
神とされる事もある。
★ＪＲ北鎌倉駅-８分-浄智寺-25 分-鶴岡八幡宮-６分-宝戒寺-６分-妙隆
寺-5 分-本覚寺-25 分-長谷寺-5 分-御霊神社-5 分-江ノ電長谷駅-5 分江ノ電鎌倉駅
・所要時間・・・約 3 時間～4 時間（参拝時間は１ヶ所約 15 分）
・距離・・・全行程徒歩約 6Km～7Km（移動時間は約 90 分）
・拝観時間に注意してください、閉まると御朱印はもらえません。
・浄智寺、宝戒寺、長谷寺は閉門すると参拝もできません。
・浄智寺 200 円、宝戒寺 100 円、長谷寺 300 円、御朱印各所 300 円
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◆ああ～勘違い、鎌倉の観光客数

平成２5 年、鎌倉市の延入込観光客数２,308 万人です。
皆様はこの観光客数に何の疑問も持たないと思います。
しかしこの数、実数ではなく延べ人数なのです。
※延べ人数とは？⇒１人の観光客が 1 日に大仏→八幡宮→報国寺
と巡ったら、３人と数えるのが延べ人数です。
観光客が 1 回の来鎌で何箇所巡っているかというと約 2.1 ヶ所。延べ 2,308
万人なので 2.1 回で割ると、実数 1,100 万人という事になります。
また、正月三ヶ日の鶴岡八幡宮初詣客数は約 250 万人との事ですが、ＪＲ
鎌倉駅 1 日の客数は 20 万人が限度。三ヶ日は車が入れない状況ですし、鎌
倉市の人口は 17 万人。どう考えても数が合いません。
八幡宮の三ヶ日 250 万人と言う統計は、相当水増しした数字です。
◆分散型観光で混雑解消を！…多くのスポットを紹介する事が大事！
鎌倉は寺社だけでも約 165 ヶ所あり、史跡の他素敵なスポットは沢山ありま
す。しかし、観光客が訪れるのは一部のスポットに集中しています。ですから
混雑が激しくなるのです。これを多数あるスポットに分散するように誘導すれ
ば混雑解消に寄与しますし、消費額拡大にも寄与すると考えています。また
交差点改良工事、県道拡幅、巡回バス導入、交通規制などを組み合わせて
行えば混雑は解消できるはずです。

★鎌倉三十三観音霊場
①杉本寺（十一面観世音菩薩；鎌倉市二階堂 903）、板東三十三観音１番
・宝戒寺（准胝観世音菩薩；小町 3-5-22）
③安養院（千手観世音菩薩；大町 3-1-22）、板東三十三観音３番
④長谷寺（十一面観世音菩薩；長谷 3-11-2）、板東三十三観音４番
・満光山来迎寺（如意輪観世音菩薩；西御門 1-11-1）
・瑞泉寺（千手観世音菩薩；二階堂 710）
★十三仏霊場
・光触寺（聖観世音菩薩；十二所 793）
明王院:不動明王、
・明王院（十一面観世音菩薩；十二所 32）
浄妙寺:釈迦如来
・浄妙寺（聖観世音菩薩；浄明寺 3-8-31）
本覚寺:文殊菩薩
・報国寺（聖観世音菩薩；浄明寺 2-7-4）
浄智寺:弥勒菩薩
・延命寺（聖観世音菩薩；材木座 1-1-3）
寿福寺:普賢菩薩
・教恩寺（聖観世音菩薩；大町 1-4-29）
円応寺:地蔵菩薩
・別願寺（魚籃観世音菩薩；大町 1-11-4）
海蔵寺:薬師如来
・来迎寺（聖観世音菩薩；材木座 2-9-19）
報国寺:観世音菩薩
・向福寺（聖観世音菩薩；材木座 3-15-13）
浄光明寺:勢至菩薩
・九品寺（聖観世音菩薩；材木座 5-13-14）
来迎寺:阿弥陀如来
・補陀洛寺（十一面観世音菩薩；材木座 6-7-31） 覚園寺:阿閃如来
・光明寺（如意輪観世音菩薩；材木座 6-17-19） 極楽寺:大日如来
・蓮乗院（十一面観世音菩薩；材木座 6-16-15） 成就院:虚空蔵菩薩
・千手院（千手観世音菩薩；材木座 6-12-8）
・成就院（聖観世音菩薩；極楽寺 1-1-5）
★1 月行事
・極楽寺（如意輪観世音菩薩；極楽寺 3-6-7）
・1 日～3 日 鎌倉えびす
（本覚寺）
・高徳院（聖観世音菩薩；長谷 3-11-2）
・壽福寺（十一面観世音菩薩；扇ヶ谷 1-17-7） ・2 日 船おろし（坂ノ下・材
・浄光明寺（千手観世音菩薩；扇ヶ谷 2-12-1） 木座）
・4 日 船祝い（腰越漁港）
・海蔵寺（十一面観世音菩薩；扇ヶ谷 4-18-8）
・4 日 手斧始式（鶴岡八幡
・妙高院（聖観世音菩薩；山ノ内 9（建長寺内）
宮）
・建長寺（千手観世音菩薩；山ノ内 8）
・5 日 除魔神事（鶴岡八幡
・龍峰院（聖観世音菩薩；山ノ内 101（建長寺内） 宮）
・10 日 鎌倉えびす/本え
・明月院（如意輪観世音菩薩；山ノ内 189）
びす祈祷会（本覚寺）
・浄智寺（聖観世音菩薩；山ノ内 409）
・25 日 初天神祭 （筆供
・東慶寺（聖観世音菩薩；山ノ内 1367）
養）（荏柄天神社）
・仏日庵（十一面観世音菩薩；円覚寺内）

◆鎌倉寺社ご利益一覧 下記のあみかけの寺社は人気スポットです
・開運
：八雲神社（大町）、虚空蔵堂、明月院
・縁結び ：安養院、成就院、鎌倉宮、覚園寺、浄光明寺、佐助稲荷、葛原岡神社
・子授け ：上行寺、瑞泉寺、旗上弁才天（八幡宮）、明月院、覚園寺
・安産
：大巧寺、上行寺、来迎寺（西御門）、覚園寺
・子育て ：大宝寺、大巧寺、円応寺、覚園寺、杉本寺、極楽寺、宝戒寺
・女性守神：東慶寺、来迎寺（西御門）
上行寺、来迎寺が御利益多いお寺！
・合格祈願：荏柄天神社、常楽寺
・学問成就：荏柄天神社、成就院、葛原岡神社、成福寺、宝戒寺、来迎寺
・技芸向上：宝戒寺、本覚寺
・知恵
：鎌倉宮、建長寺半増坊、成就院、大宝寺、報国寺、八雲神社
・出世
：佐助稲荷、大宝寺、佛日庵
・商売繁盛：本覚寺、鶴岡八幡宮、建長寺半増坊、佐助稲荷、長谷寺
・病気回復：極楽寺、上行寺、薬王寺、海蔵寺、覚園寺、佐助稲荷、満福寺
・富・蓄財 ：銭洗弁財天、今泉不動、宝戒寺、明月院
・厄除け ：八雲神社（大町）、延命寺、建長寺半増坊、浄光明寺、八幡宮
：長谷寺、補陀洛寺、佛日庵、宝戒寺、妙法寺、薬王寺、覚園寺
・眼病
：本覚寺、来迎寺（西御門）
・腰痛足痛：来迎寺（西御門）
・長寿
：円応寺、覚園寺
・極楽往生 ：高徳院大仏
・咳
：光照寺
・癌
：上行寺
・女性成仏 ：教恩寺
・女性病気：浄妙寺、来迎寺（西御門）
・水子供養：長谷寺、杉本寺、宝戒寺
・鬼門除け ：五大堂明王院

◆鎌倉お勧めのお寺・神社
Q

★鎌倉らしい趣きのあるお寺
1、覚園寺…境内案内、十二神将像
2、瑞泉寺…夢窓疎石作庭園
3、妙本寺…深山幽谷の趣
4、明月院…別名あじさい寺
5、海蔵寺…お寺の造形美、十六の井

★鎌倉寺社人気ベスト５
1、鶴岡八幡宮
★外国人に人気
2、高徳院大仏
1、高徳院大仏
3、建長寺
2、八幡宮
4、円覚寺
3、報国寺(竹寺)
5、報国寺、長谷寺

★穴場のお寺
1、五大堂明王院…かやぶき屋根
2、英勝寺…山門、竹の庭
3、杉本寺…最古の霊場、十一面観音
4、浄光明寺…土紋装飾阿弥陀如来像
5、成就院…あじさい、由比ガ浜の眺望

★鎌倉五山
1、建長寺…わが国初の本格的禅宗道場
2、円覚寺…舎利殿、洪鐘は（国宝）
3、寿福寺…源実朝、北条政子の墓がある
4、浄智寺…七福神布袋尊、参道が美しい
5、浄妙寺…洋館の石窯パンのレストラン

発行：鎌倉★情報館 管理人長嶋竜弘（ＨＰ、ブログ、facebook ページで情報配信中）

