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ゴール

運営： https://www.walkers-hi.com

制限時間までにゴールできそうにない場合や、途中リタイヤしてお帰りになる場合は、必ずお知らせしたＴＥＬ番号へご連絡ください。

江ノ島の街並みを
楽しみましょう !!

ウォーキングマップ
チェックポイントを発見したら証拠写真を撮影しましょう！

（注：証拠写真を提出する必要はありません）
マル部分のチェックポイントを探せ！

【弁財天仲見世通り】
弁財天仲見世通りには約 40 件の食事処、土産物店
や小間物屋さん等が立ち並んでいます。
江ノ島の食事といえばシラスですね。シラスの旬
は３月から５月でおいしい生シラスを食べること
ができます。
でも海が時化ると釜揚げシラスになります。
但し、行きで食べると後がきつくなりますのでご
注意を。

【江島神社中津宮】
市寸島比賣命（いちきしまひめのみこと）をお祀り
しています。853 年に創建され、1689（元禄時代）
年に改築し、1996 年、元禄時代当時の中津宮（権
現造り）を再現しました。境内には江戸時代に歌舞
伎関係者から奉納された石灯籠や梅・桜の木があり
ます。江戸時代は武士・庶民・商人・歌舞伎役者か
ら信仰を集め、大変にぎわいました。

【江島神社辺津宮】
田寸津比賣命（たぎつひめのみこと）をお祀りして
います。1206 年、源実朝が辺津宮を創建しました。
1675 年に再建され、1976 年に大改築され、権現造
りの社殿となりました。江島神社の一番下に位置し
ていることから「下の宮」とも呼ばれています。島
の玄関口に位置するため、神社の祈祷は主に辺津宮
で行われます。

【江島神社】
宗像三女神を祀っています。
社伝によれば 552 年、欽明天皇の命により、江ノ
島の南の洞窟に宮を建てたことが江島神社の始ま
りとされています。
辺津宮、中津宮、奥津宮と三宮があり、それぞれ
異なる女神が祀られています。

神社の縁起はとても面白いので、神社のホームページもお勧めします。
http://www.enoshimajinja.or.jp/

【江ノ島弁天橋 /江の島大橋】
歩行者用が江ノ島弁天橋で自動車用が江の島大橋です。
今の弁天橋は 1953 年に架け替えられました ( 以前の橋は台風で流されました）。
大橋は長さ 389ｍ（324ｍ) あります。良く晴れた日は海越しに富士山が見えます。

【小田急片瀬江ノ島駅】
江戸時代からの観光地江の島にはこの小田急片瀬江
ノ島駅のほかに江ノ電江の島駅と湘南モノレール湘
南江の島駅があり、それぞれ駅名も異なります。
片瀬江ノ島駅の駅舎は竜宮城を意識したデザインと
なっています。
また、表記は江の島、江ノ島、江島と種類がありま
すが地名表記は「江の島」となっています。

【稚児が淵】
稚児が淵の名前は鎌倉相承院の稚児白菊に由来します。物
語はちょっと怖い話なので、後でWebで「稚児が淵由来」
を検索してください。ここは幅 50ｍほどの隆起海食台でこ
こからの景色は絶景で神奈川景勝５０選に選ばれています。
また、ここは磯釣りスポットとしても有名です。

【弁財天】
辺津宮境内の奉安殿には八臂（はっぴ）
弁財天と、 日本三大弁財天のひとつとし
て有名な裸弁財天・妙音（みょうおん）
弁財天が安置されています。 江戸時代に
は、この江島弁財天への信仰が集まり、
江ノ島詣の人々で大変な賑わいを見せ
ました。 世にいわれる「日本三大弁財
天」とは、安芸の宮島、近江・竹生島、
江島の弁財天のことです。

【山二つ】
江ノ島を二分する断層線に沿って浸食が南北から
進んだところです。
東山と南山の接点部分です。南側には長磯と呼ばれ
る隆起海食台を見ることができます。
また、かつてあった洞窟が崩れてできた
という説もあります。

【江島神社奥津宮】
多紀理比賣命（たぎりひめのみこと）をお祀りして
います。多紀理比賣命は、三人姉妹の一番上の姉神
で、安らかに海を守る神様といわれています。

相模湾を臨む岩屋に一番近い奥津宮は、昔は、本宮ま
たは御旅所（おたびしょ）と称され、 社殿は壮麗を極め
ていました。
1841 年に焼失し、翌年再建された社殿（入母屋造り）
が現在の社殿です。
八歩睨みの亀の画が有名です。

【恋人丘】
江ノ島に伝わる「天女と五龍神」伝説にちなんで
作られた恋人の丘「龍連の鐘」です。
この鐘を鳴らした二人は決して別れないと言われ
ており、多くの恋人同士が訪れ、愛を誓う人気ス
ポットです。また、鐘を囲む柵には「二人の愛に
鍵をかける」という意味があり、二人の名前を書
いた鍵がかけられています。

【江ノ島展望台とサムエル・コッキング苑】
江ノ島展望台は 2003 年江ノ電 100 周年記念事業
として建て替えられました。高さは 598ｍです。
展望台からは絶景を楽しむことができます。
サムエル・コッキング苑はこの地に庭園を造った
イギリスの貿易商に由来します。
中は和洋折衷の南国風植物園が広がり、四季折々
の花や植物を楽しめます。

【児玉神社】
1918 年、日露戦争で活躍した児玉源太郎を祀っ
た神社です。
児玉が台湾総督時代、台湾の近代化に貢献したた
め、台湾の有志から送られた狛犬（口の中の玉が
回る）が有名です。
中には後藤新平の詩碑や山形有朋の歌碑がありま
す。

【江の島ヨットハーバー (湘南港）】
1964 年、東京オリンピックのヨット競技場として誕生し
ました。
オリンピックではここで参加 40 か国、参加選手 281 人で
ヨット競技が行われました。

湘南港は湘南海上保安署もあり、船艇「うみかぜ」の母港でもあります。

【さざえ島】
1999 年にできた散歩道と休憩場所がさざえ島です。
ここではお子さん用の磯遊び場があります。
さざえ島からは龍神伝説の龍口寺や
海岸沿いを走る江ノ電を見ること
ができます。

【岩屋】
第一岩屋の最奥部は江島神社発祥の地とされてい
ます。長い歳月を経て波の浸食により岩屋はでき、
第一岩屋と第二岩屋があります。この岩屋の奥の
穴から富士鳴沢氷穴にある地獄穴に通じる道があ
るとの伝説があります。この伝説は今まで確かめ
た人がいないのでまだ証明されていません。

チェックポイントの写真と同じアングルで証拠写真を撮影してください！
撮影した証拠写真は提出する必要はありません。今日の思い出にお持ち帰りください。
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