
表1　江戸前期の女人講関連石造物の銘文（抜粋）一覧

和暦 西暦 市町村 像容・形態 銘文抜粋（趣旨・造立主体） 女性名の銘文 男性名の銘文

1 万治1 1658 船橋市 延命地蔵 念仏講中間拾弐人同女人十六人

2 万治3 1660 小見川町 宝篋印塔 日記念佛衆成就所 内儀おみよ　他54以上 佐藤六兵へ　他41以上

3 万治4 1661 香取市 文字塔 （サ）奉寄進十九夜待 女性名14

4 寛文7 1667 小見川町 如意輪観音 おきく　おせん　他14

5 寛文8 1668 八千代市 地蔵像 日記念仏供養成就処 なつ　まつ　他14

6 寛文9 1669 我孫子市 如意輪観音 奉造立十九夜供養 お吉　他3

7 寛文9 1669 八千代市 勢至菩薩像 廿三夜講　 日記念仏供養 女中衆　おつる 　他23 本願　花嶋七□兵衛　定宥　他14

8 寛文9 1669 佐倉市 如意輪観音 奉造立十九夜 おみや　おたつ　他25 長左エ門　清左エ門　他1

9 寛文10 1670 八千代市 地蔵像 女房衆念仏講　同行二十三人 吉岡清右門 他6

10 寛文12 1672 小見川町 如意輪観音 十九夜待廿三夜成就處 おかめ　他40

11 寛文13 1673 我孫子市 聖観音像 十五夜念佛結衆廿五人 小女 なつ 他7

12 延宝1 1673 八千代市 三猿像 庚申之人数石仏立之 およし　おきく　他31 定宥　佐藤加左衛門　他17

13 延宝2 1674 八千代市 如意輪観音 造立観音石像 妙桂　おまち　おかん　他48

14 延宝5 1676 旧本埜村 如意輪観音 八月十九や おとら　おたま　他10

15 延宝7 1679 白井市 如意輪観音 十九夜同道　廿四人 お舟　おたつ　他12

16 天和1 1681 小見川町 勢至菩薩像 奉待十九夜為二世安楽也 ヲタン　ヲセン　他8

17 天和3 1683 小見川町 如意輪観音 為十九夜二世安楽也 ヲマイ　ヲカメ　他13

18 天和4 1684 小見川町 文字塔 奉造立日記念佛衆供養成就 ヲトラ　ヲナツ　他59 本願久右衛門　他60

19 天和3 1683 我孫子市 如意輪観音 奉造立聖如意輪衆僧敬白 おかめ 他43

20 貞享3 1686 小見川町 文字塔 六地蔵　女妨衆同道十三人 ヲロス　ヲサツ　他11人

21 貞享4 1687 船橋市 延命地蔵 念仏講連衆 お岩　他18

22 元禄3 1690 小見川町 如意輪観音 廿日待成就處　堂前女妨衆 ヲツエ　他3

23 元禄5 1692 小見川町 聖観音像 奉待十九夜二世安樂所 理覚○清信女　ヲイセ他13

24 元禄5 1692 八千代市 聖観音像 日記念仏開眼供養 おとら　おたけ　他28

25 元禄6 1693 我孫子市 如意輪観音 聖如意輪　道行六十五人 お丹　他43以上

26 元禄9 1696 我孫子市 聖観音像 十九夜　念仏道行 おたけ 他23

27 元禄9 1696 八千代市 聖観音像 十九夜念佛結衆成就所 妙連　おとま　まん女　他34 籐右エ門

28 元禄10 1697 小見川町 如意輪観音 奉待十九夜二世同行 清信女等　ヲチヨ　ヲセン他53

29 元禄12 1699 小見川町 如意輪観音 ○十九夜ニセ安樂修 ヲカツ　他11

30 元禄13 1700 芝山町 宝篋印塔 奉造立十九夜現世安穏後生 女性名多数

31 元禄14 1701 船橋市 六観音石幢 漁師町横下　女念仏講 妙真　おふう　おい女　他15 不動院日栄代

32 元禄14 1701 八千代市 如意輪観音 拾九夜萱田村　念仏 おさわ　おせん　他41

33 宝永1 1704 船橋市 青面金剛像 庚申講中　南無妙法蓮華経 妙女佳　他42 秋元作五郎　他23

34 宝永2 1705 白井市 如意輪観音 如意輪観音供養成就　祈所 おせんぢょ　妙光信女　他25

35 宝永2 1705 八千代市 如意輪観音 ○○九夜本尊現當成就処 妙誉　おなつ　おひろ　他13

36 宝永3 1706 小見川町 如意輪観音 奉待十九夜二世安樂所 おまつ　他19

37 宝永3 1706 八千代市 如意輪観音 十九夜念佛　○為二世安樂 おかよ　妙道信女　他38

38 宝永5 1708 八千代市 如意輪観音 おせん おなつ おまつ　他12

39 宝永5 1708 八千代市 如意輪観音 奉供養十九夜講中 おかん　おまん　他26

40 宝永7 1710 小見川町 如意輪観音 奉待十九夜二世安楽所 おとら　他2

41 正徳２ 1712 白井市 地蔵像 十九夜講　同行三十五人 おみや　おせん　他20

42 正徳3 1713 八千代市 如意輪観音 十九夜念仏　願主　萱田村 おくめ　おせん　他32

43 正徳4 1714 小見川町 如意輪観音 正徳甲申十月十九日 おまつ　およめ他10

44 正徳5 1715 白井市 如意輪観音 十九夜尊　施主善女人等 おさつ　おくに　他29

45 正徳5 1715 八千代市 如意輪観音 十九夜念佛講中　十四人 おひめ　おいぬ　他12

表2　江戸中期の女人講関連石造物の銘文（抜粋）一覧

和暦 西暦 市町村 像容・形態 銘文抜粋（趣旨・造立主体） 女性名の銘文 男性名の銘文

46 享保1 1716 八千代市 地蔵像 奉造立十五夜念佛 おつる　おいわ　他12以上

47 享保6 1721 白井市 六地蔵 白井村同行三十四人 おたけ　おこと　他30以上 願主岩佐三左衛門　他2

48 享保11 1726 白井市 如意輪観音 奉造立十九夜供養塔 おゆわ　おたんめ　他14

49 享保11 1726 八千代市 如意輪観音 奉納十九夜講中二世安楽 おけさ　おたね　おせ□　他11

50 元文1 1736 八千代市 如意輪観音 如意輪観音二世安楽也 ヲツマ ヲカセ ヲハツ　他10

51 元文2 1737 八千代市 如意輪観音 十九夜講中二世安楽祈所 おくに　おせん　他23以上

52 元文5 1740 八千代市 勢至菩薩像 奉造立勢至菩薩 おいわ　他24

53 宝暦4 1754 旧印西町 如意輪観音 十九夜　同行四十○人 願主　ヲリン　他3

54 宝暦8 1758 旧本埜村 地蔵像 奉造立地蔵○○ はる　ちよ　他19

55 明和3 1766 芝山町 石祠 子安大明神 施主醍醐氏初



56 明和7 1770 我孫子市 石祠 子安大明神　女人講中 願主　石井喜右エ門

57 安永2 1773 小見川町 地蔵像 奉待十五夜　道行四十五人 ヲハル　ヲテウ　他18

58 安永3 1774 白井市 如意輪観音 奉待十九夜塔 願主　平左エ門　他1

59 安永9 1780 八千代市 如意輪観音 奉造十九夜講中 新五良

60 安永10 1781 我孫子市 子安像 子安大明神　講中 おゆき

61 天明7 1787 白井市 如意輪観音 奉待十九夜　講中 願主　おつう　おうめ

62 寛政3 1791 八千代市 如意輪観音 米本　宿女講中四十七人 願主　佐右ヱ門

63 寛政4 1792 小見川町 勢至菩薩像 奉待二十三夜 菅谷氏つや

64 寛政5 1793 旧印西町 文字塔 十五夜　男女講中二十七人 願主　志ん　きセ

65 寛政6 1793 船橋市 如意輪観音 三十二人 おとら　おくら　おとら

66 寛政10 1798 旧印西町 如意輪観音 十九夜講　同行四拾九人 世話人　幸○　清六

表3　江戸後期の女人講関連石造物の銘文（抜粋）一覧

和暦 西暦 市町村 像容・形態 銘文抜粋（趣旨・造立主体） 女性名の銘文 男性名の銘文

67 文化4 1807 旧印西町 子安像 小林村台方講中十五人 世話人　庄兵ヱ　市兵ヱ

68 文化5 1808 我孫子市 文字塔 十九夜講中三十九人 世話人　仁右エ門　同新左エ門

69 文化6 1809 旧印西町 如意輪観音 奉待　十九夜 おみつ　他18

70 文化7 1810 旧印西町 子安像 講中三十人 世話人　八蔵　繁蔵　弥吉

71 文化9 1812 旧本埜村 文字塔 普門品供養塔　講中 庄右エ門母　伊蔵妻 他22 願主　佐野屋　勘兵衛 他92

72 文化10 1813 旧印西町 文字塔 奉納十九夜塔　普門品講中 八良右エ門　源右エ門　他16

73 文政1 1818 旧印西町 如意輪観音 十九夜塔講中二十八人 世話人　清八　平作

74 文政2 1819 我孫子市 如意輪観音 十九夜 世話人　宗兵エ　市良兵エ

75 文政4 1821 八千代市 文字塔 子安大明神　講中十五人 願主おたけ　おきよ

76 文政5 1822 旧印西町 子安像 子安観世音 願主　冠蔵　倉右エ門　他2

77 文政7 1824 旧印西町 如意輪観音 十九夜　女講中 三門内　坂巻内　他20 世話人　齋藤作兵エ　他2

78 文政7 1824 白井市 如意輪観音 十九夜　女講中　二十三人 海老原新吉　滝田新○

79 文政7 1824 八千代市 子安像 きせ　さ○　他26 セハ人　安兵○　市○○

80 文政8 1825 旧印西町 文字塔 十九夜　三十人　女講中 世話人　傳右エ門　五兵エ

81 文政8 1825 旧印西町 如意輪観音 十九夜　講中　三十人 世話人　市右エ門　十兵エ

82 文政8 1825 旧印西町 子安像 女講中 久保地　おとよ　他3 世話人　太惣治　他3

83 文政8 1825 旧印西町 常夜燈 馬場方　女人講中　三十五人 （山口八左エ門）同妻 願主　鈴木喜久エ門　他119

84 文政9 1826 白井市 如意輪観音 十九夜講中 世話人　平右エ門　與右エ門

85 文政10 1827 我孫子市 如意輪観音 十九夜　講中三十五人 世話人　岩井友八　他4

86 文政11 1828 旧印西町 如意輪観音 十九夜　講中　三十四人 世話人　彦兵エ　治右エ門　他2

87 文政10 1830 我孫子市 石祠 子安大明神　奉造立石宮 小山清兵エ　他6

88 天保2 1831 旧印西町 如意輪観音 十九夜 世話人　小右エ門　他52

89 天保2 1831 旧印西町 子安像 子安観世音 りつ　きち　他3

90 天保3 1832 旧印西町 如意輪観音 十九夜　女人講中　五十五人 世話人　甚右エ門　新右エ門

91 天保3 1832 八千代市 子安像 おいぬ　おきの　おりん　他3

92 天保３ 1832 白井市 文字塔 （サ）十九夜観音供養塔 世話人　飯田友右衛門　他1

93 天保6 1835 旧印西町 文字塔 十九夜供養塔 さき　まち 治郎八

94 天保6 1835 佐倉市 文字塔 観世音菩薩 秩父同行三十二輩 願主　利右エ門妻

95 天保10 1839 旧印西町 如意輪観音 願主　りた　とみ　他87 世話人　佐左エ門　五右エ門

96 天保10 1839 旧印西町 如意輪観音 十九夜　講中　三十人 世話人　三郎左エ門 他2

97 天保10 1839 白井市 子安像 女人講中　十二人 世話人　新左エ門　弥兵エ

98 天保12 1841 旧印西町 如意輪観音 十九夜　女講中 世話人　江口平右エ門　他1

99 天保12 1841 旧印西町 子安像 小林村女講中 つね　他23 世話人　半右ヱ門　他3

100 天保12 1841 白井市 文字塔 十九夜供養塔　女人講中 世話人　東作　音次郎　重蔵

101 天保13 1842 旧本埜村 狛犬 女人講中　講中十七人 利左エ門内　他14 宗右エ門

102 天保14 1843 白井市 子安像 子安観世音　講中二十二人 世話人　傳四郎　源輔

103 天保15 1844 旧印西町 如意輪観音 當村　女人講中　廿二人 伊右エ門　与兵衛

104 弘化4 1847 白井市 子安像 講中 世話人　長左エ門　勘兵エ

105 弘化5 1848 旧印西町 文字塔 子安觀世音　女講中 金百疋 深山九良兵　他1

106 弘化5 1848 八千代市 子安女人講中　念仏構中 さき　きせ　他18 セハ人　中臺武右エ門

107 弘化6 1849 佐倉市 文字塔 秩父三十四番供養塔 米戸村　市右エ門母　他16

108 嘉永1 1848 八千代市 子安像 女人講中 世話人　斉藤庄八 他2

109 嘉永2 1849 八千代市 子安像 子安鬼子母神　女人講中 きよ　いぬ　他30 セハ人　青木宗七郎　他4

110 嘉永3 1850 旧印西町 文字塔 十九夜　講中　女人講中 世話人　助右エ門　○右エ門

111 嘉永4 1851 旧印西町 如意輪観音 十九夜　講中　三十人 鈴木せ○　松永と○　他35 世話人　治良左エ門　○良右エ門

112 嘉永4 1851 旧印西町 子安像 世話人　たき　他18



113 嘉永5 1852 八千代市 子安像 願主 　さだ ひで　他84  世ハ人 金五右ヱ門　 他3

114 嘉永6 1853 旧印西町 子安像 子安観世音　中郷　女人講中 夘澤とく　押田かね　他16

115 嘉永7 1854 旧印西町 手洗石 女人講中 そで　他28 世話人　渡邊勘右エ門　他33

116 嘉永7 1854 旧印西町 弘法大師像 女人講中 セハ人　文蔵母　　みな　他17 セハ人　弥五兵エ　次左エ門

117 嘉永7 1854 旧印西町 如意輪観音 子安観世音　女人講中 願主　斎藤清左エ門 他1

118 安政4 1857 旧印西町 如意輪観音 講中 世話人　三郎兵衛さよ　他6

119 万延1 1860 八千代市 奉納　願主　女人講中 青木市良左エ門妻　他34 世話人　青木五兵ヱ　他17

120 文久1 1861 白井市 子安像 女人講中　十五人 世話人　瀧田新左エ門　他1

121 文久2 1862 旧印西町 如意輪観音 女講中 三門いこ　他9

122 文久2 1862 八千代市 如意輪観音 十九夜 當村世話人　賀藤三左ヱ門　他1

123 文久3 1863 旧印西町 子安像 女人講中 津る　他5

124 元治２ 1865 白井市 如意輪観音 （サ）十九夜 世ハ人　七右衛門　源兵衛

表4　近現代の女人講関連石造物の銘文（抜粋）一覧

和暦 西暦 市町村 像容・形態 銘文抜粋（趣旨・造立主体） 女性名の銘文 男性名の銘文

125 明治4 1871 旧印西町 子安像 セハ人　しの　他3

126 明治5 1872 旧印西町 如意輪観音 十九夜 セハ人　福田久○　石井平○

127 明治5 1872 白井市 子安像 女人講中廿五人　十九夜講中 セハ人　三良左エ門　治良兵エ

128 明治6 1873 旧印西町 文字塔 十九夜塔 世話人　清吉　勇吉

129 明治6 1873 旧印西町 子安像 女講中 香取惣右エ門　他3

130 明治6 1873 八千代市 如意輪観音 女講中 高津村鈴木太郎兵衛　他1

131 明治7 1874 旧印西町 子安像 當村　女人講中　（道標銘付） 岡田せき　他8

132 明治8 1875 旧印西町 手洗石 女人講中 世話人　鈴木源兵エ　同安兵エ

133 明治8 1875 八千代市 子安像 女人講 逆水セハ人桜井金□□　他3

134 明治9 1876 旧印西町 手洗石 女人講　奉納 世話人　山口き世　他20

135 明治12 1879 白井市 文字塔 十九夜供養女人講中二十一人 世ハ人　宇賀浅右エ門　他1

136 明治12 1879 白井市 子安像 奉待十九夜　女人講中 伊沢すみ　岩井さえ　他8 セハ人　梶原○左ヱ門　他7

137 明治13 1880 旧印西町 子安像 小林台方女講中 松田てい　他30 世話人　川村敬助　他10

138 明治13 1880 白井市 子安像 飯島ま紀　瀧田きん　他14 世話人　瀧田新左エ門　他1

139 明治13 1880 佐倉市 文字塔 秩父丗四番　同行十三輩 京増健助母　他12

140 明治16 1883 旧印西町 子安像 世話人　中里○吉　村山圓平

141 明治16 1883 八千代市 子安像 十九夜　寺内持田講中 世話人　川嶋新五郎

142 明治17 1884 旧印西町 子安像 女人講中 前田ヨジ　他2 セハ人　海老原清作　大塚政五郎

143 明治18 1885 旧印西町 子安像 女人講中 世話人　鈴木榮二郎　山口榮二郎

144 明治18 1885 白井市 文字塔 十九夜女人講　（道標銘） 平川傳四良　宇賀七良左衛門

145 明治18 1885 佐倉市 文字塔 秩父・善光寺　同行十七輩 藤﨑源三左エ門妻　他13 先達　宮本村　石渡與左エ門　他2

146 明治19 1886 旧印西町 文字塔 十九夜供養塔 セハ人　海老原直治　伊藤傳吉

147 明治19 1886 白井市 子安像 女人講中　二十三名　女人中 世話人　山崎善四郎

148 明治19 1886 八千代市 子安像 岩井か□　同たけ　他13 セハ人　岩井弥□

149 明治20 1887 旧印西町 子安像 世ハ人　渋谷冨藏　野上仁平　他2

150 明治21 1888 白井市 子安像 女人講中 伊藤こう　山口みち　他21

151 明治23 1890 八千代市 子安像 女人講中 セハ人小倉重右ヱ門　桜井伊三良

152 明治24 1891 旧印西町 子安像 講中　二十八人 世話人　海老原利作　綿貫宗太

153 明治25 1892 白井市 文字塔 十九夜　女人講中　（道標銘） セハ人　宇賀友次郎　岩佐茂吉

154 明治25 1892 白井市 子安像 子安観世音 世話人　斎藤安太郎　林長之助

155 明治26 1893 旧印西町 子安像 松崎村高野台 セハ人　酒井むら　他7

156 明治29 1896 旧本埜村 子安像 女人中 小那木伊兵エ門　他9

157 明治29 1896 白井市 子安像 女人講中 飯嶌しげ　瀧田つね　他15 世話人　海老原弥兵エ　他1

158 明治31 1898 旧印西町 子安像 當区　女人講中　（道標銘付） 黒田キヨ　他9

159 明治31 1898 佐倉市 文字塔 秩父三十四番観世音菩薩 檜貝なか　石田里ん　他8 先達　岡本市郎兵エ

160 明治33 1900 旧印西町 子安像 川村勝治　他5

161 明治35 1902 旧印西町 子安像 女人講 セハ人　伊藤てつ　他10

162 明治37 1904 旧本埜村 子安像 子安講中 由井たい　飯髙きく　他22

163 明治39 1906 白井市 子安像 女人講中 世話人　金井元助　谷嶋半蔵

164 明治40 1907 旧印西町 子安像 女人講中 武藤トミ　他29 セハ人　武藤繁蔵　仝市郎平

165 明治40 1907 芝山町 子安像 施主石井佐次郎

166 明治41 1908 旧印西町 子安像 前田志づ　他27 世話人　森川長蔵　齋藤慶蔵



167 明治42 1909 白井市 子安像 女人講中 山本つや　福田いく　他27 福田○助　大井林次郎

168 明治42 1909 八千代市 子安像 女人講中 世話人　杉山雄吉　山崎武助

169 明治44 1911 旧印西町 如意輪観音 女人講中 斎藤ミツ　大野マツ　他16

170 大正1 1912 白井市 子安像 女人講中 寺田メイ　飯嶋スイ　他28 世話人　山崎惣四郎　他1

171 大正3 1914 旧印西町 子安像 女人講中 木村マツ　押田ウラ　他20

172 大正5 1916 旧印西町 二十三夜塔 二十三夜塔　（道標銘付） 丹谷わか　他9

173 大正5 1916 旧印西町 子安像 台女人講中 世話人　横尾ハナ　他23

174 大正7 1918 旧印西町 子安像 女人講中 川村セン　他30 世話人　五十嵐春吉　他2

175 大正7 1918 旧印西町 子安像 安産講 横尾とり　山崎つね　他15 世話人　横尾弥　香取幸助　他3

176 大正8 1919 旧本埜村 文字塔 二十三夜塔 由井たい　飯髙せん　他18

177 大正8 1919 白井市 子安像 女人講中 伊沢ナカ　木村ユウ　他23 セワ人　伊沢豊作　他2

178 大正9 1920 旧印西町 子安像 講中三十二人 世話人　武藤龍蔵　仝伊之助

179 大正9 1920 旧印西町 文字塔 十九夜塔 板倉マサ　他11

180 大正9 1920 旧小見川町 子安像 安産　紀念　女連中 菅谷はつ　他10

181 大正9 1920 八千代市 産死者万霊塔　女人一同 世話人　君塚□た　他3

182 大正10 1921 八千代市 子安像 女人講中 一金拾円　杉山みつ　他19 世話人中臺武右エ門 他4

183 大正12 1922 旧印西町 子安像 女人講中 千葉井シゲ　他22

184 大正12 1923 旧印西町 子安像 小倉区 セハ人　蝦原茂助　伊藤辰治

185 大正12 1923 旧印西町 文字塔 十九夜塔 大越よし　他11

186 大正12 1923 旧印西町 子安像 女人講 角来さく　他8

187 大正12 1923 旧印西町 子安像 女人講中　高野台 世話人　櫻井マサ　他7

188 大正13 1924 白井市 子安像 女人講中　世話人一同 飯嶋すぎ　瀧田とみ　他15

189 大正15 1926 旧印西町 如意輪観音 十九夜 セハ人　秋山周蔵　小久井万蔵

190 大正15 1926 旧印西町 文字塔 十九夜塔 セハ人　遠藤つや　他21

191 大正15 1926 白井市 子安像 女人講中 大井タケ　山本トメ　他24 竹田仁三郎　福田耕之助

192 昭和3 1928 旧本埜村 奉納　女人講中 由井ゑい　川上たか　他37

193 昭和7 1932 白井市 子安像 女人講中 世話人　金井夏五郎　須藤啓亮

194 昭和8 1933 旧印西町 子安像 中郷區　中郷　女人講中 押田とく　木村まつ　他13

195 昭和8 1933 白井市 子安像 女人講中 飯嶋ハル　寺田キク　他35 世話人　山崎徹　海老原僚

196 昭和9 1934 旧印西町 子安像 講中 内山ちよ　他26

197 昭和10 1935 旧印西町 子安像 女人講中 三門セツ　他11

198 昭和11 1936 旧印西町 文字塔 十九夜塔　講中 世話人　綿貫庫之助　伊藤敬治

199 昭和13 1938 旧本埜村 文字塔 二十三夜塔 由井いえ　飯髙ちう　他12

200 昭和24 1949 旧印西町 子安像 子安講中　七軒屋組 発起人　藤井さき　他12

201 昭和24 1949 八千代市 子安像 中郷　女人講中 世話人　川島重徳　川島利雄　他2

202 昭和25 1950 白井市 子安像 福田たか　竹田政代　他29 世話人　大井小五郎　他4

203 昭和27 1952 旧印西町 子安像 女人講中 櫻井つや　他35

204 昭和28 1953 白井市 子安像 女人講中 成毛ふさ　三澤かん　他23 世話人　山崎四郎　海老原清

205 昭和29 1954 旧印西町 子安像 女人講中 岩井きよ　他34 世話人　武藤市郎左衛門　他1

206 昭和32 1957 八千代市 子安像 子安講 御山みつ　花澤てつ　他53

207 昭和33 1958 旧印西町 子安像 講中 伊藤よし　他27

208 昭和33 1958 八千代市 子安像 中郷　女人講中 世話人　川島喜一　川島清 　他2

209 昭和36 1961 八千代市 文字塔 秩父観音參拜記念 高橋あい　樫山かつ　他14

210 昭和4 1961 八千代市 子安像 小沢くま　高橋きく　他45名

211 昭和37 1962 旧印西町 子安像 女人講中 武藤とり　他29 世話人　武藤岩尾　仝長吉

212 昭和39 1964 白井市 子安像 女人講中 山本ちよ　船田ゆき子　他28 世話人　福田正一　山本茂

213 昭和39 1964 八千代市 文字塔 秩父観音參拜記念 世話人　斉藤しづ　他22

214 昭和39 1964 八千代市 子安像 子安鬼子母神　子安講中 世話人中村美知恵　他50

215 昭和42 1967 白井市 子安像 女人講中 山崎千代　井嶋よし子　他24 世話人　井嶋源市　山崎友右エ門

216 昭和42 1967 八千代市 子安像 中郷　女人講中 川島□と　川島さと 世話人　川島源一　川島一雄

217 昭和44 1969 八千代市 文字塔 秩父観音參拜記念 青木さわ　新谷八枝子　他21

218 昭和49 1974 旧印西町 子安像 女人講中 海老原しげ子　他16

219 昭和51 1976 八千代市 子安像 女人講中 世話人　中臺初子　他29 世話人　杉山安衛　中臺邦雄　他4

220 昭和54 1979 八千代市 文字塔 秩父観音參拜記念 大澤玲伊子　大澤つや子　他30

221 昭和58 1982 白井市 子安像 女人講中　本郷女人講建之 山崎美津江　寺田信子　他30

222 昭和58 1983 旧印西町 子安像 女人講中 渋谷菊栄　他54

223 昭和63 1988 八千代市 文字塔 秩父観音參拜記念 秩父講参拝者　石井峯子　他13

224 平成14 2002 八千代市 文字塔 秩父観音參拜記念 秩父講参拝者　小澤裕美　他11


