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第 138 回 埼玉県ふじみ野市の長宮氷川神社 

               筆者：林 久治（記載：2020 年 10 月 25 日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

一方、私は日本の銅像探偵団（１）のサイト/）の銅像探索に参加している。私は
珍しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけること
を目標としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有名
人の銅像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と言
う意味である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近郊
と近畿地方で銅像探索を行っている。最近、私はネット記事を丹念に調査し、その
ような「スクープ銅像」の候補を多数見つけている。 
 私は武漢肺炎の緊急事態宣言が出され外出を自粛していたが、緊急事態宣言が解

除されたので、銅像探索を再開している。しかし、大阪に行くことはまだ自粛して

いるので、東京で銅像探索を行いその探索記を書いてきた（123 回の記事/f、124 回

の記事/f、125 回の記事/f、126 回の記事/f、127 回の記事/f、128 回の記事/f、129

回の記事/f、130 回の記事/f、131 回の記事/f、132 回の記事/f、133 回の記事/f、

134 回の記事/f、135 回の記事/f、及び136 回の記事/f）。 

 私は 10 月 13 日に、埼玉県シリーズの銅像探索で、東上線沿線の鶴瀬駅と上福岡

駅の近郊に行った。今回の銅像は駅から少し遠い所にあるので、探索を後回しにし

ていたが、思い切って決行した次第である。前回の記事/fでは鶴瀬駅での探索記を

書いた。今回の記事では、上福岡駅での探索記を記載する。なお、本稿においては、

資料の記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文字で記載する。 
  

（２）東上線上福岡駅から長宮氷川神社までのバス路線 

 東上線沿線は、私の自宅のある練馬区大泉学園町からは近いのであるが、駅から

近い銅像は１）のサイト/に殆ど収録されてしまっている。未収録の銅像は、駅から

遠い所に設置されている。その中で、今回は鶴瀬駅と上福岡駅の近郊で銅像探索を

行った。両駅の周辺地図を、次ページの図１上に示す。東上線沿線にある朝霞市、

志木市、富士見市、ふじみ野市は、和光市と川越市の間にあるベッドタウンである。 

 本稿では、ふじみ野市の長宮氷川神社での銅像探索を紹介しよう。図１中と図１

下には、今回探索した上福岡駅の周辺地図を示す。図１中には、上福岡駅から福岡

中学（図１中と図１下の③地点）までに地図（３）のサイト/1より借用）を示す。

図１下には、福岡中学（図１中と図１下の③地点）から長宮氷川神社（図１下の④

地点）までに地図（４）のサイト/より借用）を示す。これらの地図を用いて、上福

岡駅から福岡中学まで行き、それから福岡中学から氷川神社まで行けばよいのであ

る。（本文は、３ページに続く。） 

  

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-123.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-124.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-124.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-125.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-126.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-127.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-128.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-129.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-129.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-130.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-131.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-132.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-133.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-134.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-135.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-136.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-137.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/1646990004/babykumon_map.html?lid=map_201
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M14004/11245/21130996522/
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図１．上：今回探索した東上線沿線の地図。本図は、２）のサイト/より借用。

中：図１上の①地域の拡大図、下：図１上の②地域の拡大図。 

① 

③ 

② 

③ 

④ 

http://map2.nissan.co.jp/c/f/DEALER/STATION/ST22077/11235/
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 ネット記事では、上福岡駅から氷川神社までは徒歩て約 21 分とあるので、実際は

半時間近くかかりそうだ。そこで、三芳町のような便利なバス便があるかどうかを、

長宮氷川神社周辺のバス便乗場（５）のサイト/8）で調べてみた。その結果を以下

に示す。 
①ふじみ野市営ふじみん号（Ａコース）：上福岡駅東口→福岡中→福岡小→城山公園入口

（福岡小で降りれば氷川神社までは近いが、運行は１時間に１本）。 

②西武バス（大 34 系統）：所沢駅東口→上福岡駅入口→福岡小→大宮駅西口（これは便

利なバス路線だと思ったが、運行は何と１日１本）。 

 このような情報から、ふじみ野市営のコミュニティバスは、市内の色々なコース

を運行しているが、夫々の運行本数は少ないようだ。これでは、ふじみ野市民が時

間を決めて利用するのは便利かも知れないが、私のような外来者が「一見さん」で

利用するのは不便である。私は最悪の場合には、行きはタクシーを利用して、帰り

は歩く覚悟で、上福岡駅に赴いた。 
 10 月 13 日の当日に、私が上福岡駅に降りてみると、東口広場にはバス案内所は

見当たらず、バスの姿も無かった。私は当地が初めてで、土地勘が無いので、予定

通りタクシーで氷川神社まで行くことを決断した。これまでの銅像探索では、公共

交通機関を利用することに拘っていたが、今回初めてタクシーを利用した。幸い、

氷川神社までの料金は 800 円であった。 
 
（３）長宮氷川神社 
 長宮氷川神社（以後、当社と書く）の外観を図２に示す。あまり大きい神社では

ないが、樹木の豊かな落ち着いた雰囲気であった。 

 

 
図２．長宮氷川神社の外観 

https://www.navitime.co.jp/bus/aroundBusStop/?spt=00011.020558248
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図３．上：当社の鳥居、下：当社の拝殿。 
 
 図３上に当社の鳥居を、図３下に当社の拝殿を示す。丁度、近所の保育園の子供

達が参拝に来ていた。次ページへの図４には、当社の由来書を示す。なお、当社の

紹介は、次のサイトが優れている：６）のサイト/3、７）のサイト/、及びウィキペ

ディア。 
 

https://rubese.net/gurucomi001/?id=133753
https://hotokami.jp/area/saitama/Hkktr/Hkktrtm/Dmakt/143199/photos/
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図４．長宮氷川神社の由来書 
 
 由来書には、次のように書かれていた。 
長宮氷川神社 

 長宮氷川神社は、江戸時代中期に記された由緒書などの記録によれば、平安時代中期の

長徳元（995）年に北面武士の星野信秀が出雲大社から祭神（建速須佐之男命・奇稲田姫

命・大己貴命）を当地に勧請（神を移すこと）したことに始まる。「長宮」の名称のもと

になったと伝わる参道は、四丁十六間（約 465 メートル）に及び、民家が軒を連ねる様子

から「長宮千軒」と呼ばれたという。 

 江戸時代には福岡村、中福岡村、福岡新田の鎮守になり、明治時代に福岡村の村社に指

定された。明治四十年代の神社合祀で、天神社、愛宕社、日宮社などが境内に移された。 

 秘伝に奉納された江戸時代前期作の絵馬四点が。市の文化財に指定された。 

一 福岡村地頭布施家奉納の絵馬（三点） 

①白馬の絵馬 貞享四（1687）年八月 

②高砂の絵馬 元禄二（1689）年四月 

③金地の絵馬 元禄三（1690）年十月十八日 

（昭和四十五年五月二十日指定） 

二 向かい天狗図絵馬 

 寛永年間（1624-1643）奉納の絵馬で、埼玉県内でも最古の部類に属す。 

（平成十三年十二月二十五日指定） 

平成十七年十月一日  ふじみ野市教育委員会 
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（４）出会いの泉（建速須佐之男命と奇稲田姫命） 

 拝殿に向かって右側に、一風変わったオブジェがあった。その写真を図５に示す。

オブジェの左側に「出会いの泉」と題する説明板があった。しかし、その前に１本

の木が茂っていて、説明板の写真を撮れないし、説明文も読み難くかった。 
 

 

図５．「出会いの泉」と題するオブジェ 
 
８）のサイト/lには、本説明板の写真が掲載されていた。その内容を以下に示す。 

出会いの泉 
建速須佐之男命（たけはやすさのおのみこと）は、簸之川（ひのかわ）のほとりで、上流

から流れてきた 箸（はし）を見て、河上に人の住んでいることを知り、訪ねのぼってい

き、脚摩乳命（あしなづちのみこと）、 手摩乳命（てなづちのみこと）夫婦と、その

娘・奇稲田姫（くしなだひめ）に出会った。 

そして、奇稲田姫が、八岐大蛇（やまたのおろち）の生贄（いけにえ）にされようとして

いると聞き、 須佐之男命は、八岐大蛇を退治して、奇稲田姫を救い、妻に迎えたと神話

は記している。 

その神話をもとにして、河上の泉の流れで、須佐之男命が奇稲田姫とはじめて出会ったと

きの情景を 想像し、創作されたのがこの『出会いの泉』である。 

この泉から流れる水は、神話にあやかり、「愛」と「勇気」と「英智」を多くの人々に恵

み授けてくれるだろう。 

尚、この「出会いの泉」には、境内八社の神々にちなみ、「八ッの流れ」があり、それぞ

れの御神徳があります。 

http://akatoge.jp/nagamiyahikawajinjya.html
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上流より    

 八雲（やぐも）神社・・・・・・・・・・縁結び、夫婦和合、家内安全、厄除 

 諏訪（すわ）神社・・・・・・・・・・・五穀豊穣 

 愛宕（あたご）神社・・・・・・・・・・火難除 

 日ノ宮（ひのみや）神社・・・・・・・・出世、開運 

 天（てん）神社・・・・・・・・・・・・学業成就、合格祈願 

 八幡（はちまん）神社・・・・・・・・・交通安全、勝利祈願 

 稲荷（いなり）神社・・・・・・・・・・商売繁盛 

 疱瘡（ほうそう）神社・・・・・・・・・病気平癒 

手水石の概要 

原産地・・・茨城県 

石名・・・・稲田乃御影石 

重さ・・・・13 トン、長さ 5m15cm、幅 1m13cm 

柳沢 豊郷 作 

なお、当社の HP（９）のサイト/）によれば、本像の竣工は平成 4年 9月吉日で

ある。また、笠間市の HP（10）のサイト/l）によれば、稲田乃御影石の説明は次の

通りである。 

笠間地区一帯を産出地とする稲田みかげ石は、日本の誇る最高級石材です。その品質の良

さと風格から全国的に有名で、日本橋や東京駅、最高裁判所を はじめ全国の建造物に使

われています。 2005 年からは、稲田石の魅力と長年継承されたきた石工技術を 多くの方

に知っていただこうと、グラフィックデザイナーと 石のコラボレーションイベントであ

る 「いなだストーンエキシビジョン」を毎年秋開催しています。 

 次ページの図６上には、図５とは別角度からの「出会いの泉」を示す。このオブ

ジェに対する私の第一印象は「奇稲田姫命はトップレス姿で、大変妖艶に表現され

ている」ということであった。第二印象としては、「台座は立派な大石を使用して

重量感がある。お値段はかなり高価だったのであろう」ということであった。当社

がこのような素晴らしいオブジェを設置した理由は何だったのであろうか？ 
 私は「本オブジェの両像はしっかりと制作されているので、作家の柳沢豊郷氏は

有名な彫刻家かも知れない」と思い検索してみたが、ウィキペディアには彼の名前

は無かった。11）のサイト/6には、彼の属する工房が次のように説明されていた。 
アートウィング・シーシー（埼玉県所沢市下新井武蔵野 1405） 

代表取締役：柳澤晴美、製造部長：柳澤豊郷、正社員数：２名/製作スタッフ数：５名。 

当工房は長年野外彫刻の制作を手掛け、美術館や公園などに設置する一方、神社寺院に仏

像や神像などを制作して納めたり、大型店舗のディスプレイを請け負ったりと幅広い作品

作りをしてまいりました。この度、３D の NC 彫刻機を設備した事で、制作の幅が広がり、

特殊看板及びプレートなどの依頼にも対応できるようになりました。 

（本文は、10 ページに続く。） 

http://www.nagamiya-hikawa.or.jp/fountain/
https://www.city.kasama.lg.jp/sp/page/page003119.html
http://www.tokubi.jp/company/detail.asp?id=36
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図６．上：別角度からの「出会いの泉」、下：建速須佐之男命の像 
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図７．奇稲田姫命の像 
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以上の資料などにより、建速須佐之男命像と奇稲田姫命像の概要は次の通りであ

る。 
建速須佐之男命像 

場所：埼玉県ふじみ野市長宮 2-2-4 長宮氷川神社境内の「出会いの泉」 

建立時期：1992 年 9 月 

制作者：柳沢豊郷 

設置経緯：建速須佐之男命（たけはやすさのおのみこと）は、「古事記」の記述によれば、

神産みにおいて伊邪那岐命が黄泉の国から帰還し、筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原で禊

を行った際、天照大御神、月読命に次いで鼻を濯いだときに産まれたとする。当社の創建

年代は古く、第 66 代一条天皇の御代、995 年（長徳元年）に平安期の北面の武士であった

星野信秀が出雲簸川の杵築大社（出雲大社）から、この地に移住し勧請した神社であるこ

とが伝承されている。祭神は、健速須佐之男命・奇稲田姫命・大己貴命。 

奇稲田姫命像 

場所：埼玉県ふじみ野市長宮 2-2-4 長宮氷川神社境内の「出会いの泉」 

建立時期：1992 年 9 月 

制作者：柳沢豊郷 

設置経緯：本像はトップレス姿で、なかなか妖艶である。建速須佐之男命は、簸之川（ひ

のかわ）のほとりで上流から流れてきた 箸を見て、河上に人の住んでいることを知り、訪

ねのぼっていき、脚摩乳命（あしなづちのみこと）、 手摩乳命（てなづちのみこと）夫婦

と、その娘・奇稲田姫（くしなだひめ）に出会った。そして、奇稲田姫が、八岐大蛇（や

またのおろち）の生贄にされようとしていると聞き、 須佐之男命は、八岐大蛇を退治して、

奇稲田姫を救い、妻に迎えたと神話は記している。その神話をもとにして、河上の泉の流

れで、須佐之男命が奇稲田姫とはじめて出会ったときの情景を 想像し、創作されたのがこ

の「出会いの泉」である。 

なお、当社の３祭神の１体である大己貴命（おおなむち-）は大国主命の別名。彼

は須佐之男命の六世の孫で、日本を建国した神とされる。当社には、図５にあるよ

うに「出会いの泉」と題するオブジェの背後に大己貴命の石像が設置されている。

本稿の目的は銅像探索であるので、この石像の紹介は省略する。 
 
（５）古事記のスサノオノミコト 
 スサノオノミコトの活躍は、古事記や日本書紀の出雲神話で語られている。古事

記に書かれた神話を以下に簡潔に示す。 
①イザナギの命とイザナミの命は、最初に日本の八つの島を生んだ。それから多数の神々

を生んだが、最後に火の神を生んだイザナミはホトに大火傷を負い命落する。 
②イザナギはイザナミが恋しくてたまらないので、黄泉の国に行きイザナミに会う。しか

し、イザナギは見てはいけないというイザナミの恐ろしい姿を見て、慌てて逃げ帰った。

黄泉の国の軍勢に追われたイザナギは、黄泉の国と現世の境の坂道を大きな岩で塞いで追

手を食い止めた。 
③葦原の中つ国に辿り着いたイザナギは、黄泉の国で付いた穢れを清めるため、「竺紫の

日向の橘の小門の阿波岐原」で禊を行った。その際、イザナギが身に着けていた着物や装

身具から多数の神々が生まれた。最後に、イザナギが左目を洗うと天照大御神が、右目を

洗うと月読命が、鼻を洗うとスサノウが生まれた。 
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イザナギは、天照大御神には高天原を、月読命には夜を、スサノウには海を治めるように

命じた。 
④スサノウは命じられた海に行こうとはせず、駄々をこねて、高天原の天照大御神に会い

に行った。スサノウは身の潔白を示すために、天照大御神と誓約を交わした。天照がスサ

ノウから剣を受け取り、それを三つに折って口に入れると、そこから３女神（スサノウの

子となる）が生まれた。スサノウが天照から五つの玉を受け取り口に入れると、そこから

５男神（天照の子となる）が生まれた。 

⑤スサノウの狼藉が止まないので、天照はスサノウを出雲に追放した。 

⑥出雲に着いたスサノウは、簸之川のほとりで上流から流れてきた 箸を見て、河上に人

の住んでいることを知り、訪ねのぼっていき、脚摩乳命、 手摩乳命夫婦と、その娘・奇

稲田姫に出会った。そして、奇稲田姫が、八岐大蛇の生贄にされようとしていると聞き、 

須佐之男命は、八岐大蛇を退治して、奇稲田姫を救い、出雲の国を建国した。スサノウの

六世の孫が大国主命である 

⑦天照は「葦原の中つ国は我が子の治めるべき国である」と言って、建御雷之男神（たけ

みかづち）を使者として出雲の大国主に派遣した。 

⑧建御雷神は、出雲の伊那佐之小浜（いなさのおはま）に降り至って、十掬剣（とつかの

つるぎ）を抜いて逆さまに立て、その切先にあぐらをかいて座り、大国主に「この国は我

が御子が治めるべきであると天照大御神は仰せられた。それをどう思うか」と訊ねた。大

国主神は、自分の前に息子の八重事代主（やえことしろぬし）に訊ねるよう言った。事代

主神はその時、鳥や魚を獲りに出かけていたため、天鳥船神が事代主神を連れて帰り、国

譲りを迫った。これに対して事代主が「恐れ多いことです。言葉通りこの国を差し上げま

しょう」と答えると、船をひっくり返し、逆手を打って船の上に青柴垣（あおふしがき）

を作って、その中に隠れた。 

⑨建御雷神が「事代主神は承知したが、他に意見を言う子はいるか」と大国主神に訊ねる

と、大国主神はもう一人の息子の建御名方神（たけみなかた）にも訊くよう言った。その

時、建御名方神が千引石（ちびきのいわ）を手の先で持ち上げながらやって来て、「ここ

でひそひそ話すのは誰だ。それならば力競べをしようではないか」と建御雷神の手を掴ん

だ。建御雷神は手をつららに変えて、さらに剣に変化させた。逆に建御雷神が建御名方神

の手を掴むと、若い葦を摘むように握りつぶして放り投げたので、建御名方神は逃げ出し

た。建御雷神は建御名方神を追いかけ、科野国の州羽の海まで追い詰めて殺そうとした。

すると、建御名方神は「恐れ入りました。どうか殺さないでください。この土地以外のほ

かの場所には行きません。私の父・大国主神や、事代主神の言葉には背きません。天津神

の御子の仰せの通りに、この葦原中国を譲ります」と言い、建御雷神に降参した。 

⑩天孫の邇邇藝命（ににぎのみこと）が、天照大御神の神勅を受けて葦原の中津国を治め

るために、高天原から「筑紫の日向の襲の高千穂峰」へ天降（あまくだ）った。 

 以上が古事記の語る「出雲神話」や「国譲り神話」である。このような神話を読

むと、「話自体はなかなか面白く作られているが、物語の舞台が空の上（高天原）、

日向（宮崎県）、出雲（島根県）、信濃（長野県）などの彼方此方に飛火していて

内容はとても真実とは思えない」との印象を持つ日本人が多いであろう。 
 一方、戦後、徳島県の郷土史研究者達は徳島県内に残っている大小の神社を丹念

に調査しました。その結果、「神武東征までの古事記神話の舞台は徳島県ではない

か」（この説は阿波古事記説と呼ばれている）との確信が生まれて来たようです。

詳しくは、12）のサイト/lや13）のサイト/lをご覧下さい。 

http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kihara/taka01/taka01.html
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
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 数年前、私は阿波古事記説を初めて読んで、「この説には説得性がある」と感心

した。勿論、正統派の歴史学者は本説を黙殺しているが、日本国中に本説の同調者

が増加している現状である。以上のような経緯で、私は古事記について次のような

見解を持っている。（47 回の記事/fと49 回の記事/fを参照。） 

①古事記には複雑怪奇な神話が多数記載されている。古代人は単純なので、このような込

み入った神話をゼロから創作することは到底不可能である。稗田阿礼は日本古来からの神

話を正しく伝承してきたのであろう。古事記の編集時に、手直しは多かったものの、神話

自身は歴史的事実を反映している。 

②古事記編集時の手直しとは、物語の発生場所を阿波国内から日本全国に分散して、「皇

室の発祥地が阿波である」という事実を隠蔽した。隠蔽の理由は「古代イスラエルの秘宝

が剣山にあることを、唐の皇帝から隠匿し、唐軍の日本侵攻を防ぐため」であった。 

③古事記の神話をよく読むと、オリエントやエジプトの影響が強い。例えば、イザナギと

イザナミの神話や天照大御神とスサノウの神話は、エジプトのオシリス神とイシス神（兄

妹にして夫婦）の神話とよく似ている。イザナギが冥界のイザナミを訪ねる神話は、ギリ

シャ神話のオルフェウス物語に酷似している。これらのことから、「天照大御神を中心と

する天孫族は古代イスラエル民族の末裔である」との説には説得性がある。また、イザナ

ギが天照とスサノウを生んだという神話は、天照とスサノウに率いられたイスラエル民族

の有力集団が「橘の小門の阿波岐原」から海路来日した歴史を暗示している。 

④「竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原」の解釈において、「竺紫の日向」を「九州の日向

国」と比定する必要はない。「竺紫」とは「尽きる所」、「日向」とは「東向きの場所」

である。大和政権は、古事記を書いてから、宮崎地方を日向国とし、島根地方を「出雲

国」と名付けたのである。従って、「竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原」は現在の徳島県

阿南市見能林町青木地区の橘湾沿岸である（図８を参照）。つまり、天照とスサノウに率

いられたイスラエル民族の有力集団は橘湾から上陸し、高天原（阿波の山間部）に到達し

たのであろう。 

⑤阿波岐原で、イザナギは天照とスサノウの他にも多数の神々を生んだ。14）のサイト/U

によれば、イザナギが身に付けていた物から生まれた 12 神は「橘十二神」と呼ばれ、橘

湾の周辺に点在する島々の創生神話である。宮崎県の阿波岐原にはこのような島々はなく、

古事記のこの部分で 12 神を創生する必要性は阿波古事記説でしか説明できない。 

⑥更に決定的な証拠は、（13）のサイト/lの第 100 回の記事が示すように）伊島の當所神

社に 奥疎（おきざかるの ）神・ 奥津那藝佐毘古（おきつなぎさびこの ）神・ 奥津甲斐辨

図８．阿波古事記説による地名

の比定 

高天原は阿波の山間部、出雲は

阿波の海岸部、葦原の中つ国は

阿波の平野部、「竺紫の日向の

橘の小門の阿波岐原」は現在の

徳島県阿南市見能林町青木地区

の橘湾沿岸、「筑紫の日向の襲

の高千穂峰」は徳島県の気延

山、出雲大社の元宮は阿南市の

八鉾神社。本図は、13）のサイ

ト/lより借用。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-47.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-49.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ON6Q_9VaDFU
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
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羅（おきつかひべらの） 神の三柱の神が，御祭神としてお祀りされていたことがわかった。

日本全国約 8 万社の神社を包括する神社本庁の記録から調べを進めてみると， 奥疎神・ 
奥津那藝佐毘古神・ 奥津甲斐辨羅 神は，伊島の當所神社でしかお祀りされていない事が

わかった。 

なお、伊島と當所神社の紹介は15）のサイト/が優れている。 
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１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 

２）のサイト：http://map2.nissan.co.jp/c/f/DEALER/STATION/ST22077/11235/ 

３）のサイト：

https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/1646990004/babykumon_map.htm

l?lid=map_201 

４）のサイト：https://www.mapion.co.jp/phonebook/M14004/11245/21130996522/ 

５）のサイト：

https://www.navitime.co.jp/bus/aroundBusStop/?spt=00011.020558248 

６）のサイト：https://rubese.net/gurucomi001/?id=133753 

７）のサイト：

https://hotokami.jp/area/saitama/Hkktr/Hkktrtm/Dmakt/143199/photos/ 

８）のサイト：http://akatoge.jp/nagamiyahikawajinjya.html 

９）のサイト：http://www.nagamiya-hikawa.or.jp/fountain/ 

10）のサイト：https://www.city.kasama.lg.jp/sp/page/page003119.html 

11）のサイト：http://www.tokubi.jp/company/detail.asp?id=36 

12）のサイト：http://park17.wakwak.com/~happyend/kihara/taka01/taka01.html 

13）のサイト：http://park17.wakwak.com/~happyend/kojiki/index.html 

14）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=ON6Q_9VaDFU 

15）のサイト：https://steaca-panata.com/ishima1-1/ 

https://steaca-panata.com/ishima1-1/
https://douzou.guidebook.jp/
http://map2.nissan.co.jp/c/f/DEALER/STATION/ST22077/11235/
https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/1646990004/babykumon_map.html?lid=map_201
https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/1646990004/babykumon_map.html?lid=map_201
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M14004/11245/21130996522/
https://www.navitime.co.jp/bus/aroundBusStop/?spt=00011.020558248
https://rubese.net/gurucomi001/?id=133753
https://hotokami.jp/area/saitama/Hkktr/Hkktrtm/Dmakt/143199/photos/
http://akatoge.jp/nagamiyahikawajinjya.html
http://www.nagamiya-hikawa.or.jp/fountain/
https://www.city.kasama.lg.jp/sp/page/page003119.html
http://www.tokubi.jp/company/detail.asp?id=36
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kihara/taka01/taka01.html
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ON6Q_9VaDFU
https://steaca-panata.com/ishima1-1/

