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寺院・神社・教会一覧

包括団体名 宗教法人名 住所 電話番号 代表役員名

神社本庁 乎加神社 神郷9 0748-42-0663 岳　　祐由

神社本庁 天神社 佐野799 水本　光和

神社本庁 白鳥神社 種1074 0748-42-1574 國領　迪則

神社本庁 天満神社 今41 0748-42-1574 國領　迪則

神社本庁 天神社 垣見302-1 0748-42-1574 國領　迪則

神社本庁 能登川神社 垣見798 0748-42-1574 國領　迪則

神社本庁 上山天満天神社 猪子154 水本　光和

神社本庁 天神社 林232 水本　光和

神社本庁 愛宕神社 能登川627 0748-42-1384 徳永美代子

神社本庁 守国神社 北須田701 0748-42-1384 徳永美代子

神社本庁 出雲神社 南須田832 0748-46-2876 下井　市蔵

神社本庁 五十餘洲神社 南須田838 0748-42-1384 徳永美代子

神社本庁 金刀比羅神社 伊庭1310 山脇　　驍

神社本庁 大濱神社 伊庭1890 0775-37-5965 山脇　　驍

神社本庁 望湖神社 伊庭34 山脇　　驍

神社本庁 繖峰三神社 伊庭34 0748-42-1384 徳永美代子

神社本庁 望湖古宮神社 伊庭779 山脇　　驍

神社本庁 上山神社 山路524 水本　光和

神社本庁 西郡神社 躰光寺667 0748-42-1574 國領　迪則

神社本庁 八宮赤山神社 小川1410 0748-42-1574 國領　迪則

神社本庁 宇佐神社 川南1125 水本　光和

神社本庁 日吉神社 阿弥陀堂231 辻　強多郎

神社本庁 栗見大宮天神社 新宮1911 0749-38-2049 辻　強多郎

神社本庁 王地神社 新宮40 辻　強多郎

神社本庁 濱之神社 乙女浜171 辻　強多郎

神社本庁 野島崎神社 福堂279 辻　強多郎

神社本庁 日枝神社 栗見新田480 水本　光和

神社本庁 神明神社 栗見出在家783-11 水本　光和

神社本庁 大中の湖神社 大中60-1 水本　光和

金光教 金光教能登川教会 佐野750-3 0748-42-0344 栗田　　勝

天台宗 十応寺 安楽寺933 橋本　　弘

天台宗 安楽寺 安楽寺986 0748-42-3506 橋本　　弘

天台真盛宗 浄土寺 川南843 0748-42-1779 川邊　英法

妙見宗 妙見宗能登川教会 垣見751-2 0748-42-0221 中島　智泉

浄土宗 妙金剛寺 伊庭1887 0748-42-1540 山田　信宏

浄土真宗本願寺派 正徳寺 神郷56  0748-42-2146 清水　和信

浄土真宗本願寺派 安生寺 神郷993 0748-42-1640 斗村　哲浄

浄土真宗本願寺派 發願寺 佐野238 0748-42-2478 園　　憲樹

浄土真宗本願寺派 正還寺 佐野677 0748-42-1691   ＊志村　　隆

浄土真宗本願寺派 佛國寺 種876 0748-42-1599 藤野　良誠

浄土真宗本願寺派 本行寺 種908 0748-42-2007 藤山　准真

浄土真宗本願寺派 光台寺 今217 0748-42-1597 桂　　紹隆

浄土真宗本願寺派 金剛寺 垣見578 0748-42-2480 武田　智徳

浄土真宗本願寺派 正福寺 猪子 345 0748-42-1755 楠　　照道

浄土真宗本願寺派 長泉寺 林309 0748-42-2003 長田　堯俊

浄土真宗本願寺派 超光寺 南須田343 0748-42-1577 清谷　恵宏

浄土真宗本願寺派 妙楽寺 伊庭 2290 0748-42-1663 藤葉　性信

浄土真宗本願寺派 誓教寺 伊庭 2292 0748-42-0598 藤井　恵照

浄土真宗本願寺派 浄福寺 伊庭 2297 0748-42-1053 松長　霊成

浄土真宗本願寺派 法光寺 伊庭 2298 0748-42-1449 梁瀬　貞樹

浄土真宗本願寺派 浄源寺 山路 209 0748-42-1444 関　　了玄

浄土真宗本願寺派 稱名寺 山路 453 0748-42-0964 田中　大淳

浄土真宗本願寺派 西音寺 山路 688 0748-42-0632 西川　白道

浄土真宗本願寺派 明光寺 山路 715 0748-42-1430 天谷　和順

浄土真宗本願寺派 永楽寺 躰光寺67　　　　　　　　＊園　　憲樹

浄土真宗本願寺派 弘誓寺 躰光寺979 0748-42-2424 那須野浄英

浄土真宗本願寺派 慈光寺 小川 999 0748-42-2055 小川　承文

浄土真宗本願寺派 真蓮寺 川南 850 0748-42-1725 水谷　信昭

浄土真宗本願寺派 法輪寺 阿弥陀堂244 0748-42-0915 尾原　薫亮

浄土真宗本願寺派 来正寺 阿弥陀堂437 0748-42-0965 谷口　哲誠

浄土真宗本願寺派 教勝寺 新宮 1819 0748-45-0394 藤田　誓之

浄土真宗本願寺派 乗蓮寺 新宮 407 0748-42-3018 志村　　隆

浄土真宗本願寺派 正源寺 新宮429　　　　　　　　＊那須野浄英

浄土真宗本願寺派 西照寺 乙女浜238 0748-45-0393 天津　芳樹

浄土真宗本願寺派 本照寺 乙女浜307 0748-45-0311 坂本　賢誠

浄土真宗本願寺派 覚成寺 福堂 3260 0748-45-0124 美園　超性

浄土真宗本願寺派 正覚寺 福堂 3282 0748-45-0936 福原　昭晃

浄土真宗本願寺派 西広寺 栗見新田758 0748-45-0122 西崎　浄尚

浄土真宗本願寺派 明法寺 栗見出在家257 0748-45-0181 青峰　芳雄

真宗大谷派 浄土寺 佐生 93 0748-42-1661 東沢　理賢

真宗大谷派 信願寺 種865 0748-42-2608 神田　信之

真宗大谷派 安楽寺 今261 0748-42-1245 相馬　晃忍

真宗仏光寺派 善明寺 能登川570 0748-42-1463 京極　好昭

真宗仏光寺派 正厳寺 伊庭 1999 0748-42-1657 福嶋　崇雄

臨済宗妙心寺派 長勝寺 長勝寺386 0748-42-3366 千坂　秀学

臨済宗妙心寺派 善教寺 種1075 0748-42-1745  ＊西村　　信

臨済宗妙心寺派 興福寺 今46 0748-42-1595 西村　　信

臨済宗妙心寺派 大徳寺 能登川378 0748-42-1207 藤田　義光

曹洞宗 地福寺 佐野 894 安田　賢悟

曹洞宗 善勝寺 佐野 909 0748-42-5121 杉原　悦夫

曹洞宗 徳応寺 垣見 658 0748-42-1627 加藤　正明

黄檗宗 胎蔵寺 猪子 294 　　　　　 吹原哲隆尼

日蓮宗 妙啓寺 能登川402 0748-42-3535 中村　泰啓

日本基督教団 日本基督教団 垣見 721 0748-42-1706  ＊吉住　英和

能登川教会

天理教 天理教近愛分教会 垣見 100 0748-42-0124 吉岡　道孝

包括団体名 宗教法人名 住所 電話番号 代表役員名
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能登川町遺跡分布図
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能登川町文化協会加入サークル一覧

（平成９年３月 31日現在）

 内容 団体名 活動日（毎月）

書道 こぶし会 第３金曜日　午後

いずみ会 第１・３水曜日　午前

むつび会 第１木曜日　午前

なぎさ会 第１日曜日　午後

絵画 美術グループエスカルゴ 第２土曜日

能登川美術同好会 月２回　野外、室内写生会等

オカリナ 月１～２回　写生会等

木彫 木彫春秋会 火・木・金曜日　各自希望日

陶芸 陶芸クラブ 第１・３火曜日　午前

俳句 あはうみ句会 月１回　午後

短歌 能阿能会 月１回　午後

読書の啓蒙普及 能登川読書会 第３木曜日　午前

手話 手話グループ 第１・３水曜日　夜

古典文学 万葉会 月１回　午前

古典をよむ会 第２・４火曜日　午前

俳画 俳画同好会 第２・４金曜日　午前

湖川会 第１金曜日　２時間半

湖能美会 第２・４木曜日　午前

切り絵 切り絵カミキリ 月１回　午前

盆栽 盆栽同好会 月１回　３時間

菊づくり 菊花クラブ 第３月曜日　午後

料理とお菓子 おふくろさん 第３火曜日　午前

めだかグループ 第３金曜日　午前

アザレア会 第２金曜日　午前

サークルスィート 月１回土曜日　午前

ヨガ さわやかグループ 第２・４火曜日　午前

かすみ草 毎週水曜日　午後

ヨガ・ふれんど 月２回

ソフトエアロビクス サークル  ソフトエアロビクス毎週水曜日　午前

リズム体操 リズム体操サークル 月２回水曜日　午後

気功太極拳 気功太極拳サークル 毎週火曜日　午後

郷土の歴史 能登川町史談会 年３回研修　年２回歴史講話

郷土史会 第２・４火曜日　午前

囲碁 能登川囲碁クラブ 第１土曜・第３日曜午後と夜

将棋 能登川将棋愛好会 月２回土曜日　夜

 内容 団体名 活動日（毎月）

手芸 手芸クラブ 第２・４金曜日　午前

歓会 第２金曜日　午後

くみひも くみひも悠遊 第１・２金曜日　夜

パッチワーク レモンスター 月１回

編み物 ニットクラブ 第２・４水曜日　午後

華道 竹葉会 第２・４木曜日　午前　午後

古流サークル 第１・３火曜日　午前

かきつばた 第２・４火曜日　夜

アマリリス 月２回　木曜日　夜

知香流サークル 第１・３水曜日　午後

あじさい 第２・４木曜日　午前

MOA山月サークル  月１回（日曜日）２時間程度

あやめ  第２・４金曜日　夜

知香流かおり 月２回水曜日　夜

茶道 すみれ会 第２・４金曜日　午後

コーラス 能登川コールシャンテ  毎週火曜日　夜

ひまわり会 第２・４土曜日　午前

大正琴 浜乙女会 月２回　２時間程度

大正琴ピックの会 第１・３水曜日　３時間程度

サークルほほえみ 第２・４木曜日　午前

謡曲 能謡会 月２回

詩吟 　典会 毎週金曜日　夜

錦城会 昼の部、夜の部があります

江州音頭 江州音頭菊友会 月２回　夜

カラオケ まどかフレンズ 第１・３木曜日　夜

民謡 紫孝会 毎週木・金曜日と随時

日本舞踊 白扇会 毎週水曜日

勘綾会 毎週水・木曜日　午後　夜

民踊 藤乃会 毎週金曜日　午後

創作舞踊 夕映えの会 第３金曜日　午後

社交ダンス 能登川社交ダンス同好会 毎週木曜日　夜

ソーシャルダンスクラブ 毎週水曜日　夜

能登川スポーツ 毎週土曜日　夜　休会

シャルウィダンスクラブ 毎週金曜日　夜

吹奏楽 能登川吹奏楽団 毎週土曜日　夜

詳�祗
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小・中学校時間割表

小学１年

小学２年

小学３年

仲よし学級

小学４年

小学５年

中学１年 中学３年

小学６年

中学２年

※は交流学級での学習

生活単元�

生活単元�

※図工�

国語�

※音楽�

国語�

※図工�

※体育�

※体育�

※生活�

国語�

※生活�

算数�

※学級活動�

※音楽�

※生活�

生活単元�

生活単元�

※道徳�

国語�

算数�

算数�

国語�

※国語�

※体育�

1

月�
火�
水�
木�
金�
土�

2 3 4 5
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諸物価一覧

平成9年6 月27日の大型小売店の新聞折込チラシなどから

平日価格 特売価格 　コメント

メッシュブラウス 7,800 3,900

ノープレスパンツ 5,800 3,900

Ｔシャツ 2,900 1,900 ロゴ入り

トランクス 1,200 600

ブリーフ・ショーツ 680 340 子供用

カジュアルソックス 800 560

浴衣セット 9,800

婦人布棉帽子 3,500 1,900

晴雨兼用傘 2,900 1,450

合繊スラックス 5,800 3,900

ツーパンツスーツ 39,000 19,000

女児キュロット 2,300 1,150

男児Ｔシャツスーツ 5,900 2,900

カジュアルシューズ 11,800 6,800

トレッキングシューズ 4,800 2,900

婦人サンダル 5,800 3,900

牛肉モモ薄切り 378 189 100グラム

豚肉モモブロック 98 100グラム

鳥肉モモ切り身 141 100グラム

本マグロ刺身 980 100グラム

あじ開（大） 398 ３尾

トマト 358 ４個

千両ナス 158 ３個

キュウリ 158 ４本

レトルトカレー 100 78

コロッケ 500 ６個

牛乳 178 １リットル

醤油 98 １リットル

平日価格 特売価格 　コメント

小麦粉 98 １キログラム

米 2,700 滋賀産コシヒカリ10キログラム

食パン 98 ６枚

マーガリン 198 450グラム

オレンジジュース 148 １リットル

羽毛肌掛布団 12,800 6,400

合繊肌布団 1,980

プリント敷布団カバー 1,280

扇風機 6,480 4,980

掃除機 18,800 仕事率500ワット

25インチテレビ 37,700

ＴＶゲームカセット 2,980

全自動洗濯機 49,700 容量６キログラム

ＮＴＴ公衆電話料金 10 市内平日昼間３分

ＪＲ運賃 820 能登川～京都

バス運賃 350 能登川～八日市

電気料金 304 従量電灯最低料金15

ワットまで

上水道料金 1,800 13ミリ　10立方メー

トル

ガソリン料金 113 １リットル

新聞料金 3,925 税込、普通紙１カ月

（朝・夕）

郵便料金 80 定形普通

ハガキ代金 50

インターネット接続料金 2,000 １カ月


