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アイヌ語 ………………………………………22
赤馬 ……………………………………………83
アカムツ ………………………………………12
顯輔 ……………………………………………46
麻織物 ……………………………………… 115
旭ヶ丘 ……………………………………… 178
阿闍梨 …………………………………………51
飛鳥・白鳳時代 ………………………………26
小豆占い ………………………………………90
小豆粥 …………………………………………89
汗かき地蔵 ………………………………… 150
遊び ……………………………………………82
愛宕神社 …………………………………… 151
敦実親王 …………………………………… 158
安土宗論 ………………………………………41
安土城 …………………………………………31
安土城跡 ………………………………………50
安土・桃山時代 ………………………………31
アブラハヤ ……………………………………12
アブラメ ………………………………………12
阿部一族 ………………………………………45
阿部市郎兵衛 ……………………………… 116
阿部鏡子 ………………………………………46
阿部元太郎 ………………………………… 116
阿部浄廉 ………………………………………45
阿部蓮水 ………………………………………45
甘茶 ……………………………………………95
阿弥陀堂 …………………………………… 160
あやとり ………………………………………83
安養寺 …………………………………………26
安陽堂 …………………………………………26
安楽寺 …………………………………… 79,152
井伊直弼 ………………………………………34
井伊直中 …………………………………… 166
井伊文子 ………………………………… 46,164
イオ ……………………………………………10
活アユ ……………………………………… 113
イサザ …………………………………………12
イシコツキ ……………………………………11
石燈籠 …………………………………………51
イシビショウ …………………………………12
いしぶみ ………………………………………46
和泉忠衡 …………………………………… 148
泉台 ………………………………………… 172
遺跡分布図 ………………………………… 202
イタセンパラ …………………………………11
イチジク ………………………………………13
イチモンジタナゴ ……………………………11
一輪車 …………………………………………85
伊藤若沖 ………………………………………42
糸まり …………………………………………82
井戸 ……………………………………………68
因幡庄 …………………………………………29
猪子 ………………………………………… 148
猪子氏 …………………………………………30
『猪子の歴史』 ……………………………… 148
猪子山 ……………………………………… 2,5,9
伊庭 ………………………………………… 155
伊庭港 …………………………………………15

伊庭御殿 ………………………………………33
伊庭貞隆 ………………………………………30
伊庭貞説 ………………………………………30
伊庭氏 …………………………………… 30,39
伊庭陣屋 …………………………………… 153
伊庭内湖 …………………………………… 169
伊庭の坂下し …………………………51,94,155
今 …………………………………………… 145
今安楽寺遺跡 …………………………………23
今天満神社 ………………………………… 145
今堀宗三郎 ……………………………… 80,189
今堀大典禅師 …………………………………42
今堀東安 ………………………………………42
入母屋造り ……………………………………64
岩神 ……………………………………………25
磐座 ……………………………………………25
岩船 ……………………………………………25
インラインスケート …………………………85
飲料水 ……………………………………… 118
上田丈助 ………………………………………45
上山神社 ………………………………… 8,156
上山神社遺跡 …………………………………27
上山天満天神社 …………………………… 148
ウキゴリ ………………………………………12
打網 ………………………………………… 114
卯の時祭り ……………………………………78
馬跳び …………………………………………83
埋甕 ……………………………………………23
瓜生川 …………………………………… 22,172
ウロ ……………………………………………10
ウロリ …………………………………………12
駅前 100年記念イベント ………………… 147
絵系図 …………………………………………50
江差町 …………………………………… 33,136
恵心僧都 ………………………………………51
愛知川 …………………………………………16
『越渓詩集』 ……………………………………44
越渓自動車 ………………………………… 107
江戸時代 ………………………………………32
エビ ……………………………………………10
エビガニ釣り …………………………………82
恵比須神社 ………………………………… 147
えり …………………………………… 113,114
オイカワ ………………………………… 10,12
『笈の小文』 ……………………………………39
おい星 …………………………………………12
応神天皇 …………………………………… 156
王地神社 …………………………………… 161
近江（奥田）製油 …………………… 106,147
近江蚊帳 …………………………………… 147
近江守護佐々木六角氏 ………………………40
近江商人 ………………………………33,36,119
近江上宮会館 ……………………………… 147
近江上布 …………………………………… 119
おうみだるま …………………………………83
『近江國神崎郡佐生村地誌』 ……………… 142
近江バス …………………………………… 107
『近江輿地誌略』 …………………………… 160
オオクチバス …………………………………10
大洲村 ……………………………………… 160
大津廻送米 ………………………………… 103

大橋錦護 ………………………………………48
『淡海地誌』 ………………………………… 103
岡崎三達 ………………………………………44
乎加神社 ……………………………140,141,142
乎加ノ宮 …………………………………… 142
小川 ………………………………………… 158
小川氏 …………………………………………30
小川城 ……………………………………… 158
小川土佐守祐忠 …………………………… 158
小川廃寺 ………………………………………26
小川・宮の前遺跡 ……………………… 24,158
掟書 ……………………………………………33
御管（神事）……………………………… 90,144
奥田社宅 …………………………………… 182
おくどさん ……………………………………67
桶風呂 …………………………………………66
尾　台 ……………………………………… 176
お節料理 ………………………………………62
オダ ……………………………………………10
織田信長 ………………………… 31,50,140,152
男達磨 …………………………………………83
乙女浜 ……………………………… 15,103,162
鬼ごっこ ………………………………………82
おはじき ………………………………………83
女達磨 …………………………………………83

開村 50周年記念式典 ……………………… 169
貝釣り …………………………………………82
カエル …………………………………………10
蛙釣り …………………………………………82
　股 ………………………………………… 158
がおう …………………………………………98
家屋 ……………………………………………64
掻網 ………………………………………… 114
柿の木立 …………………………………… 174
垣見 ………………………………………… 146
垣見郷 ……………………………………… 142
垣見庄 …………………………………… 29,146
覚成寺 …………………………………………43
賀久堂 …………………………………………26
家具 ……………………………………………65
懸仏 ……………………………………… 54,156
影踏み …………………………………………82
鍛冶屋村 ………………………………………44
絣 …………………………………………… 119
河川 ………………………………………… 192
カダヤシ ………………………………………12
ガチャコンポンプ ……………………………74
学校給食 ………………………………………63
桂利剣 …………………………………………48
門松 ……………………………………………89
金気井戸 ………………………………………74
カニ ……………………………………………13
金子金治郎 ……………………………………39
鎌倉時代 ………………………………………30
かまど …………………………………………67
カミキリムシ …………………………………13
かみなり勇三 …………………………………94
カムルチー ……………………………………10
蒲生氏郷 ………………………………………98
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空手 ……………………………………………85
空手スポーツ少年団 …………………………85
からめ手道 ……………………………………31
カルタ …………………………………………83
嘉歴 ……………………………………………51
カロム …………………………………………83
河崎仁左衛門 …………………………………45
カワニナ ………………………………………13
川南 ………………………………………… 159
カワムツ ………………………………………12
川原崎助右衛門 ………………………………40
川原祭り ………………………………… 94,162
簡易水道 ………………………………………79
管井戸 …………………………………………68
寛永寺 …………………………………………26
神崎クラブ ………………………………… 147
神崎自動車 ………………………………… 107
勧請吊 …………………………………… 91,140
神縄吊 …………………………………………91
勧請縄吊 ………………………………………91
干拓 ……………………………………… 14,15
観音寺城 ………………………………… 30,40
観音寺山 ………………………………………30
上林藤十郎 ………………………………… 145
危急種 …………………………………………11
北須田 ……………………………………… 153
北前船 ……………………………………… 136
北向観音 ………………………………………25
北山 ……………………………………………25
吉祥さん …………………………………… 161
きぬがさコミュニティセンター ………… 130
繖小学校 ………………………………………16
繖山 ………………………………………… 7,25
きぬがさ山トンネル ………………… 108,196
記念碑 …………………………………………47
キャベツ …………………………………… 170
給水駅 ……………………………………… 106
教会 ………………………………………… 201
境界石 …………………………………………47
行基菩薩 …………………………………… 160
協議所 ……………………………………… 151
京組紐 ……………………………………… 118
京組紐・信 ………………………………… 118
京極氏 …………………………………………30
京極道誉 ………………………………………30
漁業 ………………………………………… 113
漁港 ……………………………………………15
巨石崇拝 ………………………………………25
漁労習俗 …………………………………… 114
切金技法 ………………………………………51
金環 ……………………………………………25
均正唐草文軒平瓦 ……………………………26
謹節館 ……………………………………… 153
ギンブナ ………………………………………10
勤労者会館 ………………………………… 157
食い初め料理 …………………………………62
草の根ハウス ………………………… 177,178
葛屋 ……………………………………………64
弘誓寺表門 ……………………………… 55,157
グッピー ………………………………………12
くど ……………………………………………67

汲み取り ………………………………………71
組紐 ………………………………………… 118
グリーン近江農業協同組合 ……………… 112
栗見大宮天神社 …………………………… 159
栗見北庄 …………………………………… 164
栗見新田 ………………………………………15
栗見十郷 …………………………………… 164
栗見十郷の川原祭り ……………………… 159
栗見出在家 ……………………………………15
栗見庄 …………………………………… 29,164
栗見南庄 …………………………………… 164
黒金気井戸 ……………………………………74
クワ ……………………………………………13
桑原史人勝 ……………………………………45
軍団扇 …………………………………………41
系図詣 …………………………………………95
ゲートボール場 …………………………… 151
下司職 …………………………………………30
ゲンゴロウブナ ………………………………10
現在の遊び ……………………………………84
玄室 ……………………………………………25
ゲンジボタル …………………………………13
顕彰碑 …………………………………………48
剣道 ……………………………………………85
剣道スポーツ少年団 …………………………85
元服式 …………………………………………89
コイ ……………………………………… 10,113
五位田川 …………………………………… 176
校歌 ………………………………………… 127
工業試験場 ………………………………… 115
江州音頭 ………………………………………96
江州商事 …………………………………… 147
『光照寺縁起奉加帳序』 …………………… 160
工場誘致 …………………………………… 117
高層住宅 ………………………………………64
交通安全教室 ………………………… 102,107
交番（警察）………………………………… 132
興風会館 ………………………………………44
興福寺 …………………………………………92
光明本尊 ………………………………………54
郷村 ………………………………………… 141
香湯 ……………………………………………95
五右衛門風呂 …………………………………66
コクチバス ……………………………………10
国領子安地蔵尊 …………………………… 157
国領氏 …………………………………………30
小魚 ……………………………………………10
腰越峠 ……………………………………… 105
湖周道路 …………………………………… 165
五十餘州神社 …………………………… 9,154
御所街道 …………………………………… 104
御殿地 …………………………………… 33,151
後藤但馬守 ……………………………………48
後藤氏 …………………………………………30
湖東線 ……………………………………… 106
湖東紡績 ………………………………… 44,149
寿会 ………………………………………… 179
子どもの生活 …………………………………82
後二玄武の亀塚 …………………………… 141
古墳時代 ………………………………………25
御幣 ……………………………………………98

小堀遠州 ………………………………………33
ゴマダラカミキリ ……………………………13
コマ回し ………………………………………82
ゴミ ……………………………………………71
虚無僧池 ………………………………………75
固有種 …………………………………………10
ゴリ ……………………………………………12
五輪塔 …………………………………………48
ごんじょうじさん ………………………… 154
金刀比羅神社 …………………………………15

西照寺 ……………………………………… 163
再葬墓 …………………………………………23
細弁蓮華文軒丸瓦 ……………………………26
『三枝家文書』 ……………………………… 153
三枝氏 ……………………………………… 153
三枝氏領 ………………………………………32
三枝虎吉 …………………………………… 153
三枝守国 …………………………………… 153
三枝守相 …………………………………… 153
三枝守経 …………………………………… 153
三枝守道 …………………………………… 153
栄町 ………………………………………… 143
左義長 …………………………………………89
桜ヶ丘 ……………………………………… 181
佐々木源氏 ……………………………………30
佐々木定綱 ……………………………………30
沙々貴山君 ……………………………………45
篠栗町 ……………………………………… 135
佐生 ………………………………………… 142
佐生木産湯の泉 …………………………… 142
雑俳 ……………………………………………39
サデ網 ……………………………………… 114
佐野 ………………………………………… 143
佐野郷 ……………………………………… 142
佐野丹造 ………………………………………44
佐野南遺跡 ……………………………………27
佐野山 …………………………………………25
佐野理八 ………………………………………44
ザリガニ ………………………………………10
ザリガニ釣り …………………………………82
さる豆 …………………………………………95
サワガニ ………………………………………13
沢の薮 …………………………………………75
沢村琴所 ………………………………………42
産業道路 …………………………………… 104
三世代交流グランドゴルフ大会 ………… 179
さんだわら ……………………………………98
三の宮 ……………………………………… 150
山面 ……………………………………………25
寺院 ………………………………………… 201
ジェットバス …………………………………66
慈覚大師 …………………………………… 140
滋賀県消防学校 …………………………… 126
滋賀県東北部工業技術センター能登川支所 116
滋賀県立能登川工業試験場 ……………… 116
志賀田 ……………………………………… 174
志賀田音頭 ………………………………… 174
式内社 ……………………………………… 142
四脚門 …………………………………………51
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地獄越道 …………………………………… 108
地蔵堂 …………………………………………26
地蔵盆 …………………………………… 96,141
失業者救済 ……………………………………14
児童生徒数 ………………………………… 120
篠竹 ……………………………………………82
地場産業 …………………………………… 115
柴漬漁 ……………………………………… 114
鴟尾 ……………………………………………26
地福寺 …………………………………………93
自噴井戸 ………………………………………75
紙本著色絵系図、附一流相承絵系図序 ……50
姉妹町 ……………………………………… 135
新村氏 …………………………………………30
注連縄 ……………………………………… 140
下街道 ……………………………………… 104
蛇車 ……………………………………………76
ジャコずし ……………………………………12
小・中学校時間割表 ……………………… 205
柔道 ……………………………………………85
城東 ………………………………………… 168
柔道スポーツ少年団 …………………………85
集落営農ビジョン ………………………… 146
宗論 ……………………………………………41
種玉宗　庵主肖像賛 …………………………39
酒造 ………………………………………… 118
十手 ……………………………………………83
巡礼塚 ……………………………………… 164
荘園 ……………………………………………29
正覚寺 ……………………………………… 164
障害者福祉センター「水車野園」………… 131
正見寺 …………………………………………26
上水揚水地点 …………………………………74
正瑞寺 …………………………………………92
商店街 ……………………………………… 116
聖徳太子 …………………………………… 152
聖徳太子絵像 …………………………………55
浄土寺 ………………………………… 142,163
小中の湖 ………………………………………15
小中の湖干拓 ……………………………… 111
消防自警団 ………………………………… 162
縄文時代 ………………………………………23
正楽寺遺跡 ……………………………………23
条里制 …………………………………… 29,146
昭和初期 ………………………………………35
食の変遷 ………………………………………62
諸物価 ……………………………………… 206
白鳥神社 ………………………………… 90,144
私立止揚学園 ……………………………… 126
私立梅花学園 ……………………………… 126
城の内町 …………………………………… 158
親縁山光照寺 ……………………………… 160
新宮西 ……………………………………… 162
新宮東 ……………………………………… 161
神郷 ………………………………………… 141
神郷七本杉 ………………………………… 141
神郷団地 …………………………………… 181
信号機 ……………………………………… 192
神社 ………………………………………… 201
真宗七高僧絵像 ………………………………55
新種 ………………………………………… 181

新田開発 …………………………………… 111
陣取り …………………………………………82
神明神社 …………………………………… 166
新明町 ……………………………………… 147
親鸞聖人 ………………………………… 50,54
親鸞聖人合掌の御影 …………………………55
水害 ……………………………………………16
水車 ……………………………………… 18,186
水神様 …………………………………………77
水道配水タンク …………………………… 131
スーパードッジ ………………………………84
須恵器 …………………………………………25
末広町 ……………………………………… 147
菅原道真 …………………………………… 156
スケートボード ………………………………85
すごろく ………………………………………83
鈴鹿山系の湧水 ………………………………75
スターチス ………………………………… 170
須田 ……………………………………………17
須田氏 …………………………………………30
須田山 …………………………………………25
スダレ製品 ………………………………… 115
すてんしょ ………………………………… 147
ストレリチア ………………………… 109,170
スポーツ少年団 ………………………………85
生活用水 ………………………………………74
堰跡 ………………………………………… 178
石造宝塔 ………………………………………51
石鏃 ……………………………………………23
関諦観 …………………………………………48
石斧 ……………………………………………23
セルロイドの人形 ……………………………83
繊維工業 …………………………………… 115
線鋸歯文軒平瓦 ………………………………26
戦国時代 ………………………………………31
遷座證文 …………………………………… 153
千手十一面観音像 ………………………… 152
羨道 ……………………………………………25
戦没者 …………………………………………37
善勝寺 …………………………………………95
善勝寺裏山 ……………………………………25
前方後円墳 ……………………………………25
祖印 ………………………………………… 140
宗　法師 ………………………………29,39,188
　見寺 …………………………………… 32,51
宗峰 ……………………………………………51
そぶ ………………………………………… 114
村落 ……………………………………………72

大雲院西光寺 …………………………………41
大官大寺式 ……………………………………26
躰光寺 ……………………………………… 157
躰光寺廃寺 ……………………………………26
太湖汽船 ………………………………… 15,103
大正時代 ………………………………………35
太太神楽 …………………………………… 159
大地 ………………………………………… 180
大同川 ………………………………… 140,165
大同川水門橋 ……………………………… 165
大燈国師墨蹟 …………………………………51

大徳寺 …………………………………… 40,93
大徳寺（行政区）…………………………… 177
大中 ………………………………………… 170
大中の湖 ………………………………………14
大中の湖干拓（事業）…………………… 24,111
大中の湖農業協同組合 …………………… 112
大中の湖南遺跡 ………………………………24
第２次世界大戦 ………………………………37
大日堂 …………………………………… 90,141
大入堂 …………………………………………26
大念仏 …………………………………………90
大般若波羅蜜多経 ……………………… 54,156
台風 13号 ………………………………………17
太平洋戦争 ……………………………………37
大方源用禅師 …………………………………40
タイリクバラタナゴ …………………………11
タイル風呂 ……………………………………66
高馬 ……………………………………………83
高木観音 ………………………………………91
高岸台 ……………………………………… 173
タカハヤ ………………………………………12
宅地開発 …………………………………… 111
托卵 ……………………………………………11
竹 …………………………………………… 115
竹馬 ……………………………………………82
竹トンボ ………………………………………83
竹中筑後守 ………………………………… 160
竹中半兵衛 ……………………………………48
竹中妙貫院 ………………………………… 160
凧 ………………………………………………83
ダッコちゃん人形 ……………………………82
脱脂粉乳 ………………………………………63
田附政次郎 ……………………………………44
竪穴式住居跡 …………………………………23
竪穴式石室 ……………………………………25
タナゴ …………………………………………11
種 …………………………………………… 144
種村箕山 ………………………………………42
種村氏 …………………………………………30
種村靖甫 ………………………………………42
田舟 ……………………………………… 18,78
タモロコ ………………………………………12
たり水 …………………………………………74
地域子ども会 …………………………………87
乳あずけ地蔵さん ………………………… 141
地名起源 ………………………………………22
茶粥 ……………………………………… 63,162
チャンバラ ……………………………………83
中央 ………………………………………… 167
中央公民館 ………………………………… 130
中部粗大ゴミ処理場 ……………………… 132
超光寺 ……………………………………… 154
超光寺表門 ……………………………………51
町子連 …………………………………………87
長州風呂 ………………………………………66
長勝寺 …………………………………91,92,140
『長勝寺縁起由来書』 ……………………… 140
長勝禅寺 …………………………………… 140
町制 50周年 ……………………………………38
町制施行 ………………………………………37
朝鮮人街道 …………………………… 104,146
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朝鮮人道延絵図 ………………………………22
町村制 …………………………………………34
超然 ……………………………………………43
徴兵 ……………………………………………37
町民スポーツセンター ………………… 88,129
町立つくし児童館 ………………………… 126
町立能登川高等家政学校 ………………… 126
チリンさんの森 ………………………………75
鎮火祭 ……………………………………… 145
塚本源三郎 ……………………………………46
貞安上人 ………………………………………41
テーバー町 ………………………………… 137
手筒花火 ………………………………………94
寺井清二 ………………………………………83
寺井大門（善右衛門）…………………………83
テレビゲーム …………………………………84
天神社 ……………………………………… 150
伝統産業 …………………………………… 115
転封 ……………………………………………32
トイレ …………………………………………69
塔心礎 …………………………………………26
胴立ち ……………………………………… 167
道標 ……………………………………………47
同盟本簿 …………………………………… 108
東嶺禅師授業寺 ………………………………40
道路 ………………………………………… 192
土器片 …………………………………………23
徳永寿昌法印 …………………………………41
独峰和尚 ………………………………………42
図書館 ……………………………………… 193
ドッジボール …………………………………84
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能登川橋 ………………………………………22

能登川東小学校 …………………… 61,120,127
能登川東スポーツ少年団 ……………………85
能登川病院 ………………………………… 128
能登川保育所かもめ園 ………………… 61,125
能登川保育所こばと園 ………………… 61,125
能登川保育所ちどり園 ………………… 61,125
能登川保育所つばめ園 ………………… 61,125
能登川保育所ひばり園 ………………… 61,125
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白雲堂 …………………………………………42
博物館 ……………………………………… 193
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八幡通船 …………………………………… 103
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花の御影 ………………………………………55
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東能登川農協 ……………………………… 112
彦根城 …………………………………………32
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ふれあい夏祭り …………………………… 179
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方形瓦 …………………………………………26
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法堂寺遺跡公園 …………………………… 171
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法隆寺式 ………………………………………26
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菩薩形懸仏 ……………………………………54
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梵鐘 ……………………………………………54
本照寺 ……………………………………… 163
本多氏領 ………………………………………32
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麻糸 ………………………………………… 116
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増本酒造 …………………………………… 118
松街道 ……………………………………… 146
麻布 …………………………………… 115,119
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満州事変 ………………………………………36
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水環境カルテ …………………………………78
水鉄砲 …………………………………………83
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箕作山 …………………………………………42
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南佐野 ………………………………… 143,182
南須田 ……………………………………… 154
宮世話 …………………………………………89
宮掃除 ……………………………………… 100
宮参り …………………………………………97
妙金剛寺 ………………………………………41
妙楽寺 …………………………………………95
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ムギツク ………………………………………11
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メダカ …………………………………………12
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模型飛行機 ……………………………………83
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森村 ………………………………………… 141
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山路 ………………………………………… 156
山路右馬亮 ………………………………… 156
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夕陽楼 …………………………………………43
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