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第 44 回 大阪天満宮   筆者：林 久治（記載：2017 年 11 月 16 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。 
 本年の 10 月 25 日、大阪在住の息子が昼食時に転び、左膝を強打した。翌日、痛
みが激しくなり、近所の整形に行ったところ、膝をギブスで固定されて松葉づえで
歩くことになった。私は「息子は一人暮らしなので、生活が大変だろう」と思い、
27 日に東京から大阪に介護に行った。もうすぐ 76 才になる私が 40 才の息子を老若
介護することになった。 
息子宅で家事をしていると時間を持て余すので、近所に住んでいる娘の子供達の

世話も少しすることにした。11 月３日は祝日なので、二人の孫（７才と４才の男
児）を連れて、大阪天満宮に参詣した。その付近の地図を、図１に示す。 

 
図１．大阪天満宮付近の地図。青線：天神橋筋商店街、①：餃子の王将、●：天神

橋筋１丁目。本図は、大阪天満宮のＨＰ（１）のサイト/）より借用。 

① 

● 

至：天神橋筋６丁目 

天神橋筋１丁目 

曾根崎通 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.tenjinsan.com/
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（２）大阪天満宮へのアクセス 

大阪天満宮付近の地図を図１に示す。大阪天満宮へのアクセスは電車が便利であ

る。天神橋筋と曾根崎通の交差点付近には、JR 東西線の「大阪天満宮駅」、地下鉄

谷町線の「南森町駅」、および地下鉄堺筋線の「南森町駅」がある。これらの駅か

ら、徒歩 10 分くらいで大阪天満宮に到着する。私は二人の孫を連れて、阪急の北千

里駅から堺筋線直通の電車に乗り、約 30 分で地下鉄堺筋線の「南森町駅」に到着し

た。 

 
 

 
 

南森町駅から地上に出ると、天神橋筋商店街のアーケードが見える。アーケード

入り口の御迎人形のモチーフは有名である。その写真を図２に示す。天神橋筋商店

街は、天神橋一丁目から天神橋六丁目まで南北 2.6 km、600 の店舗が軒を連ねる日

図２．天神橋二丁目商店街のアーケード入口

に飾られている御迎人形。 

なお、３）のサイト/では、御迎人形の写真

を掲載し、その由来を次のように説明してい

る。御迎人形は、元禄期より天神祭の前に町内

に飾られ、天神祭になると船に高く人形を掲げ

て神霊を迎えたことが始まりとされています。

人形は当時流行の文楽や歌舞伎の登場人物をモ

デルにつくられ、幕末の最盛期には 50 体を越え

ましたが、現在は 16 体しか残っていないという

ことです。 

http://suzumodern.exblog.jp/24518565/
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本一長いアーケード商店街である。2011 年、私と家内は天神橋六丁目商店街を見物

して、家内のサイト（２）のサイト/f）にそこの写真を掲載した。今回は、その反

対側にある天神橋一丁目と二丁目にある商店街を通って、大阪天満宮を参詣した。 

 

（３）大阪天満宮の由緒 

 大阪天満宮のＨＰ（１）のサイト/）は、本神社の由緒を次のように書いている。 
奈良時代 白雉元年（650 年）孝徳天皇様が難波長柄豊崎宮をお造りになりました頃、都

の西北を守る神として大将軍社という神社をこの地にお祀りされました。以来この地を大

将軍の森と称し、又後には天神の森ともいわれ、現在も南森町北森町としてその名を残し

ております。 

平安時代延喜元年（901 年）当宮の御祭神である菅原道真公は太宰府へ向かう途中この大

将軍社をお参りになり旅の無事を御祈願なされました。その後道真公は、太宰府において、

お亡くなりになり、その 50 年あまり後の天暦三年（949 年）この大将軍社の前に一夜にし

て七本の松が生え、夜毎にその梢を光らせたと申します。 

これをお聞きになりました村上天皇様は、勅命によって、ここにお社をお建てになり、道

真公のお御霊を厚くお祀りされました。以来、一千有余年、氏子大阪市民はもとより広く

全国より崇敬を集めています。 

 

（４）大阪天満宮の参詣 

 前記のように、私は二人の孫を連れて本年の 11 月３日に、大阪天満宮を参詣した。

当日は快晴で、「七五三詣」や「初宮詣」の参詣の人々が多数おられた。図３は、

大阪天満宮正門の写真である。 

 
図３．大阪天満宮の正門 

http://masaniwa.web.fc2.com/Garden-11X.pdf
http://www.tenjinsan.com/
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 図３には、「西山宗因向栄庵跡」の石碑が写っている。４）のサイト/mには、

「西山宗因」の説明が次のように書かれている。 
肥後国八代城の家老加藤正方に仕えていた宗因は、１６３２年（寛永９年）熊本の加藤主

家改易に遭い、八代城も没収され家中離散となった。宗因は京の本圀寺に隠棲していた主

君の正方を追い上京し、主君を慰めながら、連歌師里村家に出入りし、連歌に生きる。１

６４７年（正保４年）里村家の推挙により、大坂天満宮連歌所宗匠となった。 

また、１６５６年（明暦２年）天満宮の傍らに『向栄庵』（有芳庵ともいわれる）を開く

など、大坂を中心として活躍した。１６７４年（延宝２年）「宗因千句」を出し、『され

ばここに 談林の木あり 梅の花』と詠じて「談林派」を宣言。連歌・俳諧の革新を目指し、

大坂の裕福な商人達の圧倒的な支持を受け、一世を風靡した。 

西山宗因の句碑は宗因ゆかりの大阪天満宮にいずれも俳号である梅翁名で２基建てられて

いる。 『浪華津に さく夜の雨や 花の春』と『なかむとて 花にもいたし 首の骨』。 

 なお、宗因門下には西鶴・鬼貫（おにつら）・来山（らいざん）らがいる。宗因

は 1682 年に 78 才で没。 

 
図４．大阪天満宮の拝殿（その奥に、本殿がある）。 

 

大阪天満宮のＨＰ（１）のサイト/）は、本殿の説明を次のように書いている。 
現在の本殿は、天保 14 年（1843 年）に再建されました。 大阪天満宮は、江戸時代の記録

に残るだけで七度もの火災に遭い、なかでも大阪市中を焼き尽くした享保 9 年（1724 年）

の妙知焼けや、大塩平八郎の乱による天保 8 年（1837 年）の大火では、全焼致しました。 

その約 6 年後に、大阪市中の氏子や崇敬者又献身的な奉仕者によって、現在のご本殿が再

建されました。本殿内も他のお社に見られるようなきらびやかさは見られませんが、先の

大東亜戦争にも焼けずに残ったのは、氏子の方々が焼ける自分の家を横目に見ながら「天

神さんを焼いたらあかん」と守って下さったおかげです。 

http://www12.plala.or.jp/HOUJI/shiseki/newpage924.htm
http://www.tenjinsan.com/
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図５．大阪天満宮の授与所。 

 

 図５には、当社のお守り授与所の写真を示す。たくさんの種類のお守りがあるが、

そのご利益は学業成就を始めとし厄除、交通安全、安産、金運等学業以外の一般的

なものも数多くある。中でも最も人気があるのはやはり合格守のようで、この合格

守の価格は 1つ 3000 円と中々のお値段である。そこで、私は三人の孫達に普通の

「御守」を購入した。それでも、合計 2400 円も掛かった。 

 ５）のサイト/は、ここの合格守に人気がある理由を次のように説明している。 
学生さんが大阪天満宮に合格祈願に行って、お守りが 3,000 円と言われれば高い！とびっ

くりしますよね。しかし、凄いのはこのお守りの内容なんです。実は、この合格守はお守

り、絵馬、御神札がセットになっており、さらにその上に「通り抜け」の入場券までつい

ています。 

大阪天満宮の「通り抜け」は、境内にある「東登竜門」をくぐり本殿の中を通り（「西登

竜門」まで）抜けさせていただき参拝をする事ができる「通り抜け参拝」の事を言います。

これには「関門を通り抜ける」という験(げん)担ぎの意味が込められており受験生の間で

大きな人気となっています。注意しなければならないのは「この通り抜けは毎日行われて

いるわけではなく日が限定されている」という事です。（青文字は、林の追記。） 

 なお、2018 年の「登竜門通り抜け参拝」の日程は次のようになっている。 

1 月 10 日（水）15：00～16：00、1 月 13 日（土）15：00～16：00、1 月 24 日（水）14：

00～15：00、1 月 25 日（木）14：00～15：00、2 月 4 日（日）15：00～16：00、2 月 25 日

（日）15：00～16：00、3 月 3 日（土）15：00～16：00、3 月 11 日（日）15：00～16：00。 

「通り抜け参拝」の当日には、受験生で非常に混んでいて、寒中に長い行列ができ

るそうである。これは、受験生の弱みにつけ込んだ悪徳商法ではなかろうか。 

（本文は、８ページに続く。） 

http://amrty.com/2800/
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図６．上：合格祈願の絵馬、下：東登竜門。 
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図７．上：境内外社の白太夫社、下：神武天皇聖蹟難波之碕顕彰碑。 
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 図７上は、境内外社の白太夫社の写真である。白太夫社の説明板には「祭神は度

會春彦。勧請月日は詳かでないが、祭神は大宰府の配所で道真公の側近に仕えたと

いわれている」と書かれている。北野天満宮にも白太夫社がある。６）のサイト/4

は度會春彦の経歴を次のように書いている。 
菅原道真公の父君の菅原是善卿は、世継ぎの誕生を、伊勢の神宮祠官、度会春彦（わたら

いはるひこ）に托して豊受大神宮(外宮)に安産の祈願をお願いされました。是善卿の長男、

次男が幼くして亡くなり、お生まれになったのが、菅原道真公です。是善卿は大変喜び、

度会春彦を道真公の傅役（もりやく）として京都の自邸に招き、数十年にわたっては道真

公の養育係として仕えられました。 

渡会春彦は若い頃より髪が白く、人々より「白太夫」呼ばれており、７０歳を越える高齢

でありながら道真公と共に筑紫の大宰府までお供し、道真公が薨去されるとその御遺品を

菅公の長子にあたる菅原高視公のおられる土佐国潮江村に御遺品を奉じられその後京都に

戻る道中、延喜五年（905 年）１月９日、七十九歳で昇神されたと伝わります。その墓は

現在の高知県長岡郡大津村の岩崎山にあると伝えられています。度会春彦の忠心は後世の

人々に感動を与え、後に道真公を祀るお社の筆頭には度会春彦「白太夫社」としてお祀り

するようになりました。現在も各地の由緒のある天満宮・天神社には白太夫社があります。 

御神徳は、子授け、安産の神とされています。 

 以前、私（林）は７）のサイト/fで、西宮神社にある百太夫神社と百太夫像を紹

介したことがある。上記の白太夫と百太夫とは、名前が似ているので、同一人物で

はないか、との説もある。しかし、西宮の百太夫は地元の漁師と言われており、天

満宮の白太夫は度會春彦と言われているので、両者は違う人物かも知れない。 

 図７下は、境内にある「神武天皇聖蹟難波之碕顕彰碑」の写真である。８）のサ

イト/lは、神武天皇聖蹟顕彰碑の建立の経緯を次のように記載している。 
聖蹟顕彰碑は、紀元二千六百年奉祝の事業として、「紀元二千六百年奉祝会」が文部省へ

委嘱し、「神武天皇聖蹟調査委員会」による推考・答申にもとづいて、すでに明白であっ

た橿原宮・竈山の聖蹟以外の地、計 19 個所の聖蹟が選定され、花崗岩製の同一規格・設

計により、総工費 25 万円により、聖蹟所在地の府県に依頼して建設・施工されたようで

す。（なお、本サイトには、19 個所の聖蹟顕彰碑名称と所在地が記載されている。） 

 以前、私（林）は９）のサイト/fで、「神武天皇聖蹟孔舎衛坂顕彰碑」と「神武

天皇聖蹟盾津顕彰碑」を紹介した。古事記は「磐余彦（後の神武天皇）と兄の五瀬

命との軍団が、大阪で次のような戦闘をした」と書いている。 
（五瀬命と磐余彦の船団は）、戊午年の 2 月、浪速国に至る（難波之碕顕彰碑）。3 月、

河内国に入って、4 月に龍田へ進軍するが道が険阻で先へ進めず、東に軍を向けて生駒山

を経て中州へ入ろうとした。この地を支配する長髄彦が軍衆を集めて孔舎衛坂で戦いにな

った。戦いに利なく、五瀬命が流れ矢を受けて負傷した（孔舎衛坂顕彰碑）。磐余彦は日

の神の子孫の自分が日に向かって（東へ）戦うことは天の意思に逆らうことだと悟り兵を

返した。草香津まで退き、盾を並べて雄叫びをあげて士気を鼓舞した。この地を盾津と名

付けた（盾津顕彰碑）。 

 次ページの図８は、大阪天満宮の蛭子門の写真である。門の左右に、由来の石碑

と「御神酒笑姿（おみきえびす）」の石像がある。両者ともに新しく建立されたよ

うである。当宮は商魂が逞しいようで、正月には「十日えびす」も開催しているよ

うである。当日、当宮を参詣して気付いたことは、当宮は参詣者を上から目線で見

ているようである。「七五三詣」の人達は、長い列を作って、祈祷の順番を待って

いた。小さい子供連れの家族を長時間立って待たせることは止めて、番号札を配布

すべきである。また、「通り抜け参拝」の当日に、受験生を寒中に長い行列で並ば

せることも、親切な行為ではない。 

https://www.facebook.com/kitanotenmangu/posts/411931102298134
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-39.pdf
http://www.geocities.jp/iko_kan2/jinmu-seisekihi-2.html
http://www.geocities.jp/iko_kan2/jinmu-seisekihi-2.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW7.pdf
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図８．上：大阪天満宮の蛭子門、下左：蛭子門の由来、下右：「御神酒笑姿」の石

像（門の左側にある）。 

 

 当日は、大阪天満宮の境内で、綺麗なお姉さんが「お猿の曲芸」を上演していた。

その写真を次ページの図９上に示す。大阪天満宮の参詣の後、孫達を連れて、「餃

子の王将」（図１の①の場所）で、餃子定食とチャーハン定食を分けて食べた。味

よく、ボリューム多く、値段はリーズナブルで、庶民のランチとしては最高であっ

た。その写真を次ページの図９下に示す。 
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図９． 

上：大阪天満宮境内の

「お猿の曲芸」、 

下：「餃子の王将」の南

森町店での昼食。 

http://www.tenjinsan.com/
http://masaniwa.web.fc2.com/Garden-11X.pdf
http://suzumodern.exblog.jp/24518565/
http://www12.plala.or.jp/HOUJI/shiseki/newpage924.htm
http://amrty.com/2800/
https://www.facebook.com/kitanotenmangu/posts/411931102298134
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-39.pdf
http://www.geocities.jp/iko_kan2/jinmu-seisekihi-2.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW7.pdf

