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※当館で調査し、把握している「梅の木稲荷」に関する資料は、「梅の木稲荷に関する資料一覧」で紹介しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

「梅の木稲荷」について調べるためのキーワード 

うめのきいなり、梅の木稲荷、梅木稲荷、梅ノ木稲荷、梅之木稲荷、梅木稲荷

教会、信仰、笹目村、下笹目、流行神、大正時代 

 オンライン目録（OPAC）、各種データベースを検索する際の参考にしてください。 

テーマの棚に行って本を探す。 

図書館の本は１冊ずつ分類記号が付いています。棚の本は分類記号の番号順に並んでいます。

「梅の木稲荷」に関する資料には、以下の分類記号が付いています。本を探すときの目安にしてくださ

い。                                             ※これがすべてではありません。                  

「梅の木稲荷」に関する主な分類記号 

070 新聞 213.4 
埼玉県の

歴史 382.1 
埼玉県の

民俗誌 

 

 

 

 

 

 

 

   

作成者：戸田市立図書館／作成日：2017年 3月 23日 

〒335-0021戸田市大字新曽１７０７ ℡４４２-２８００  HP https://library.toda.saitama.jp/ 

 

レ
ミ
さ
ん 

梅の木稲荷*1は、大正時代初期に信仰を集めた旧笹目村の流行
は や り

神
がみ

*2です。当時の新聞

に、梅の木稲荷で起きた不思議な現象や、商売繁盛の御利益
り や く

を求め東京から多くの参
さん

詣
けい

人が訪れたこと等が取り上げられています。 

*1…本によって、梅木稲荷、梅の木稲荷、梅之木稲荷、梅ノ木稲荷等表記が異なります。 

*2…何らかの理由で突然流行した神で、急速に衰退することが多く、宗教者が関与するのが特徴です 

（『日本民俗大辞典』p.393、『角川日本史辞典』p.862）。 

 

 いな  り 

https://library.toda.saitama.jp/pdf/sankou/pathfinder/toda/3/38umenoki/38umenoki_si.pdf
https://library.toda.saitama.jp/
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【戸田市関連の郷土資料】 

★詳しく調べられる本（一例） 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田市史』 通史編 下 

戸田市 1987 T213.4 本館２階・戸田市関連 

p.291-313「はやり神・梅木稲荷」 
梅の木稲荷について詳しく調べられます。 

『戸田市史研究』 第３号 

戸田市 1979 T213.4 本館２階・戸田市関連 

p.34-44島田一廣「梅之木稲荷繁昌記」 
梅の木稲荷関係者等への聞き取り及び新聞記事を基に書かれた論文で

す。 

★子供が使える本（一例） 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田市いまむかし』 

戸田市 1989 T213.4 本館２階・戸田市関連 

p.189-193「村の生活と梅木稲荷」 
『戸田市史』通史編のダイジェスト版です。フリガナ付き 

『戸田のむかしばなし』 

（とだ文庫） 

戸田市 1993 T081 本館２階・戸田市関連 

p.78-82「梅の木稲荷のお話」 
梅の木稲荷の概要が簡潔にまとまっています。フリガナ付き 

★梅の木稲荷関係の資・史料（一例） 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田市諸家所蔵文書目

録』（３） 

戸田市史編さん室 1980 T213.4 本館２階・戸田市関連 

p.46-48「大畑さく家」 
梅の木稲荷を祭った大畑家に伝わる文書類 42 点の日付、表題、差出人、

受取人、形態等を確認することができます。 

『研究紀要』 第７号 

戸田市立郷土博物館 1992 Ｔ069.6 本館２階・戸田市関連 

p.69-75石倉深雪・八重樫寿美子「梅の木稲荷神社寄託資料目録」 
戸田市立郷土博物館に寄託された梅の木稲荷関係 96 種 411 点の収蔵品

目録を掲載しています。 

 ※資・史料の閲覧及び問合せ先は、戸田市立郷土博物館・アーカイブズセンターになります。 

【蕨市関連の郷土資料】 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『蕨市立歴史民俗資料館

紀要』  第６号 

蕨市立歴史民俗資料館 2009 T069.6 本館２階・市町村郷土 

p.70-72「一時ハヤリ神様」（小林雅助「雑誌幷
ならび

見聞録」内） 

『雑誌幷見聞録』は、蕨市在住の小林雅
まさ

助
すけ

により明治 40 年前後に執筆され

た雑記です。梅木稲荷教会の規定及び流行当時その繁盛ぶりにあやかろう

とした蕨の人々の様子が紹介されています。 

戸田市立図書館の郷土資料から探す。 

当館で所蔵している「梅の木稲荷」に関する資料は、以下のとおりです。 
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埼玉県内図書館の資料を探す。 

以下のインターネットサイトから埼玉県内の市町村立図書館等の所蔵状況が分かります。 

埼玉県公共図書館等横断検索システム 

埼玉県立図書館が提供する検索システムです。埼玉県内公立図書館約 60 館の所蔵資料を一度に探せま

す。 

ホームページ http://cross.lib.pref.saitama.jp/ 

検索方法 書名の欄に「梅の木稲荷」「梅木稲荷」等のキーワードを入れて検索します。 

備考 貸出の可否については各館ホームページを確認してください。 
 

★たとえば以下の資料が該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種資料から、当時の新聞に梅の木稲荷に関する記事が掲載されたことが分かっています。梅の木稲

荷の記事は、大正２年（1913）から３年（1914）までに集中しています。 

◆当館で利用可能な新聞記事データベース 

ヨミダス歴史館 

読売新聞社が提供する新聞記事のデータベースです。 

収録範囲 

※2017年 2月現在 

読売新聞本紙 1874年 11月～／埼玉版 1933年 5月～／ 

The Japan News1989年 9月～ 

検索方法 ①トップ画面の内、「明治・大正・昭和」を選びます。 

②「検索語」欄に「梅の木稲荷」「梅木稲荷」等のキーワードを入れて検索しま

す。 

備考 閲覧及び複写は、本館２階カウンターで受け付けます。 

 

 

書  名 出版者 出版年 所蔵館 

『ふるさとわらび』 

     第８号、第９号 

蕨郷土史研究会 1983-1984 
埼玉県立図書館、蕨市立図書館、 

さいたま市立中央図書館等 

第８号 p.21-27 井桁薫「梅の木稲荷盛衰記（上）」、第９号 p.39-46「梅

の木稲荷盛衰記（下）」 
梅の木稲荷について書かれた論文です。この記事は、『戸田市史』通史編下

p.292、『美女木・下笹目の民俗』p.159 等で引用されています。 

新聞記事を探す。 
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◆『戸田市関係新聞記事索引』で確認できる新聞記事 

 戸田市に関係する新聞記事は、『戸田市関係新聞記事索引』で調べることができます。この索引は掲載年

月日順に新聞記事名、紙名等を掲載したものです。ただし、記事本文は掲載されていません。 

★新聞資料は、所蔵館に直接来館し閲覧してください。新聞資料の所蔵館を検索する方法は、p.5「新聞の所蔵館

を探す。」を参照してください。 

★梅の木稲荷関連の記事名及びページの表記は、新聞記事に準じています。 

●「埼玉新報」（一例） 

「記事名」 新聞紙名 掲載年月日 出版者 ページ 

「浦和在の物騒 門田巡査の怪物

退治」 

埼玉新報 1913/2/8 埼玉新報社 3 

『戸田市関係新聞記事索引』（明治・大正）p.40 より 

●「国民新聞」埼玉版（一例） 

「記事名」 新聞紙名 掲載年月日 出版者 ページ 

「稲荷様の泣っ面」 
国民新聞 1913/5/6 国民新聞社 6 

『戸田市関係新聞記事索引』（明治・大正）p.45 より 

●「埼玉日日新聞」（一例） 

「記事名」 新聞紙名 掲載年月日 出版者 ページ 

「稲荷の一週年祭」 
埼玉日日新聞 1914/2/22 埼玉日日新聞社 3 

『戸田市関係新聞記事索引』（明治・大正）p.51 より 

◆『戸田市史』で確認できる新聞記事 

『戸田市史』通史編、資料編及び民俗編には、梅の木稲荷関連の新聞記事が紹介されています。記事全

文及び写真を確認できるのは次の記事だけです。 

●「東京朝日新聞」（一例） 

「記事名」 新聞紙名 掲載年月日 出版者 ページ 

「人声
ひとごい

となり音楽となる」 

東京朝日新聞 1913/2/8 東京朝日新聞社 不明 

笹目村の大畑家の２階と物置の怪音に関する記事です。この記事

の解読文は『戸田市史』通史編下 p.292及び民俗編ｐ.980に、写真は

通史編下 p.291 及び資料編５口絵 p.3 に載っています。 

★「ヨミダス歴史館」で確認できる記事（一例） 

「記事名」 新聞紙名 掲載年月日 出版者 ページ 

「狐の尻尾」（１） 

読売新聞 1913/4/22 読売新聞社 3 

梅の木稲荷に関する記事が全５回連載されました。第１回目は、梅

の木稲荷を祭っていた大畑家のこと、梅の木稲荷の不思議及び御利

益について書かれています。 

※2017年2月現在、「ヨミダス歴史館」（読売新聞検索データベース）及び「聞蔵Ⅱビジュアル」（朝日新聞検索デ

ータベース）では、大正時代初期の地域版の検索をすることはできません。 



 

5 

 

新聞の所蔵館を探す。 

●以下のインターネットサイトから国立国会図書館、公共図書館、公文書館、美術館等の所蔵状況を

確認することができます。 

国立国会図書館サーチ 

ホームページ http://iss.ndl.go.jp/（国立国会図書館トップ>サービス概要>オンラインサービス

一覧>国立国会図書館サーチ） 

検索方法 ①簡易検索画面にし、「新聞」をクリックします。 

②キーワードに新聞紙名を入力し、検索ボタンをクリックします。 

③所蔵期間及び欠号は、所蔵館ごとに確認することができます。 

備考 国立国会図書館が提供する検索サービスです。国立国会図書館を始め、国内

の各機関から収集した、8,000万件以上の文献情報等を検索できます。 
 

※新聞資料は、戸田市立図書館で借り受けることができません。所蔵館で閲覧してください。 

★各新聞の所蔵館は、以下のとおりです（一例）。 

新聞紙名 出版者 所蔵館（所蔵年） 

「埼玉新報」 埼玉新報社 
国立国会図書館（1878.3.16～1879.5.28、1906.1.1～1914.12.28） 

埼玉県立文書館（1906.1～1914.12） 

「国民新聞」埼玉版 国民新聞社 
埼玉県立文書館（1913～1914）*問合せ期間 

埼玉県立熊谷図書館（1909.8.29～1914.1.19）*状態悪い。 

「埼玉日日新聞」 埼玉日日新聞社 
国立国会図書館（1914.2.6～1914.12.29） 

埼玉県立文書館（1914.2～1914-12） 

※所蔵館は、国立国会図書館サーチ、埼玉県立文書館及び埼玉県立図書館への問合せ結果から作成しました。 

http://iss.ndl.go.jp/

