
武蔵野観音めぐり（武蔵野三十三所観音） 

 先日お彼岸で石神井の長命寺に墓参りに行く、社務所に寄るとパンフレットが

目に入ったので見てみると、西武線で行く“武蔵野観音めぐり”の 1 番長命寺～ 

３３番八王子(竹寺)が出ていた。 

飯能市原市場に居住し最近は自治会活動の一環で、原市場の歴史など探究して

みると地元には沢山の魅力があることが見えてきた。 

郷土資料などを洗い出して面白そうな魅力をブログにまとめてホームページに

掲載している。原市場房ヶ谷戸には飯能市指定文化財｢西光寺板石塔婆｣、金山

地区 金亀館｢金亀山長福寺｣の聖天神社に歓喜天が祀ってある。 

また、タタラ場があった痕跡(戸谷克巳著)シリーズを原市場東ホームページに 

｢地元の魅力 MAP｣に掲載している。 

飯能市エコツアーに｢原市場地区の鉄文化を訪ねて｣ http://hanno-eco.com/ 

“これまでのエコツアー2015 年 5 月初夏のエコツアーに掲載されています。 

 

飯能市史 (資料編ⅴ)社寺教会にて武蔵野三十三観音霊場があることを認識し

ていたが、あらためて武蔵野三十三所観音について調べてみた。 

八王子(竹寺)と天龍寺(子ノ権現)には以前に家族で見学、竹寺の竹林、天龍寺の

大わらじなど記憶に残っている。 

長命寺は歴史が古く建造物も見応えがあり古木も多くある、お彼岸お墓参り

に来ると心落着くお寺である。    高野山 長命寺(練馬区)HOME 沿革参照 

当寺院は、慶長 18 年(1613 年) に後北条氏の一族である増島重明（北条早

雲のひ孫にあたる。のちに出家して慶算阿闍梨になる）によって弘法大師像を

祀る庵を作ったのが始まりといわれている。その後寛永 17 年(1640 年) 奈

良・長谷寺の小池坊秀算により十一面観音像が作られ、「長命寺」の称号を得る。 

当初山号は秀算により谷原山と称したが、当寺院が高野山奥の院を模して多く

の石仏・石塔が作られており、東高野山とも称されるようになり「東高野山」

として人々から信仰を得るようになった。  

   3 月 21 日 本人撮影 
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西部沿線むさし野の歴史・風光にひたる… 心が癒される…武蔵野観音巡りに

は飯能の多くのお寺が含まれている。浄真寺、観音寺、圓泉寺、長念寺、福徳

寺、法光寺、天龍寺(子ノ権現)、薬寿院八王寺(竹寺)。 

まずは飯能のお寺めぐりをしてみることにします。 

 

 

 

 

武蔵野三十三観音霊場 

第  １番 東高野山 長命寺 十一面観音 真言宗豊山派 東京都練馬区高野台 3-10-3 

第  ２番 豊嶋山  道場寺 聖観音    曹洞宗    東京都練馬区石神井台 1-16-7 

第 ３番  亀頂山  三寳寺 不動明王   真言宗智山派 東京都練馬区石神井台 1-15-6 

第 ４番 光明山 如意輪寺 如意輪観音 真言宗智山派 東京都西東京市泉町 2-15-7 

第  ５番 寶塔山   多聞寺 十一面観音  真言宗智山派 東京都東久留米市本町 4-13-16 

第 ６番 安松山  全龍寺 一葉観音  曹洞宗    東京都清瀬市中清戸 1-524 

第 ７番 福寿山  徳蔵寺 白衣観音 臨済宗大徳寺派 東京都東村山市諏訪町 1-26-3 

第 ８番 愛宕山  圓乘院 如意輪観音  真言宗智山派 東京都東大和市狭山 3-1354 



第  ９番 野老山  實蔵院 聖観音   真言宗豊山派 埼玉県所沢市元町 20-15 

第１0 番 遊石山  新光寺 聖観音   真言宗豊山派 埼玉県所沢市宮本町 1-7-3 

第１１番 上洗山  普門院 千手観音   真言宗豊山派 埼玉県所沢市新井 189 

第１２番 梅林山  全徳寺 普悲観音  曹洞宗     埼玉県所沢市北野南 2-13-15 

第１３番 吾庵山  金乘院(山口観音）千手観音  真言宗豊山派   

埼玉県所沢市上山口 2203  

第１４番 光輪山  妙善院 白衣観音  曹洞宗    埼玉県所沢市三ケ島 3-1410 

第１５番 吟龍山  松林寺 千手観音  曹洞宗    埼玉県所沢市林 2-147 

第１６番 妙智山  慈眼寺 聖観音   曹洞宗     埼玉県狭山市入間川 1-9-37 

第１７番 福聚山  徳林寺 聖観音   曹洞宗    埼玉県狭山市入間川 2-3-11 

第１８番 世音山  蓮花院(黒須観音) 千手観音 真言宗智山派 

                           埼玉県入間市春日町 2-9-1 

第１９番  法栄山 遍照院東光寺 聖観音 真言宗豊山派 埼玉県入間市小谷田 1437 

第２０番 龍岳山 龍圓寺(新久観音) 千手観音  真言宗智山派   

 埼玉県入間市新久 717 

第２１番 諏訪山  高正寺  聖観音  曹洞宗      埼玉県入間市仏子 1511 

第２２番  光明院  正覚院圓照寺 如意輪観音 真言宗智山派 埼玉県入間市野田 158 

第２３番 寂光山  浄心寺 十一面観音  曹洞宗      埼玉県飯能市矢颪 222 

第２４番 般若山  観音寺  如意輪観音 真言宗智山派 埼玉県飯能市山手町 5-17 

第２５番 梅松山  圓泉寺  十一面観音 真言宗智山派 埼玉県飯能市平松 376 

番外  箕輪山  靈巖寺  聖観音     真言宗智山派 埼玉県日高市新堀 740 

第２６番 高麗山  聖天院  聖観音     真言宗智山派 埼玉県日高市新堀 990 

第２７番  栗原山  勝音寺  千手観音 臨済宗建長寺派 埼玉県日高市栗坪 184 

第２８番 寶雲山  瀧泉寺  千手観音   真言宗智山派 埼玉県日高市横手 79-1 

第２９番 清流山  長念寺  聖観音   曹洞宗      埼玉県飯能市白子 260 

第３０番 楊秀山  福徳寺  聖観音   臨済宗建長寺派 埼玉県飯能市虎秀 71 

第３１番 補陀山  法光寺  十一面観音 曹洞宗      埼玉県飯能市坂石町分 333-1 

第３２番 大鱗山  天龍寺(子ノ権現) 十一面観音 天台宗    

 埼玉県飯能市大字南 461 

第３３番 医王山  薬寿院八王寺(竹寺) 聖観音  天台宗     

埼玉県飯能市大字南 704   

 

以上 


