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第 46 回 大田神社と上賀茂伝統的建造物群保存地区 

                筆者：林 久治（記載：2017 年 11 月 24 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。 
11 月５日（日）に、私は上賀茂神社に参詣した。神社付近の地図を、図１に示す。

前回の記事/fでは、上賀茂神社を紹介し、「上賀茂神社は阿波から分祠された」と
いう私の感想を書いた。上賀茂神社の参詣の後、私は上賀茂伝統的建造物群保存地
区を通って、大田神社に行った。本稿では、これらを紹介する。なお、資料の文書
を緑文字で、私（林）の調査や意見を青文字で書く。 
 

 
図１．上賀茂神社付近の地図。①は「神馬堂」、②は「葵屋」。（本図は、１）の

サイト/lより借用。） 

 

（２）門前銘菓 

私（林）は、有名な神社仏閣の門前にある老舗で、銘菓や名物を食べることが好

きである。事前の調査より、上賀茂神社の門前には、「神馬堂」と「葵屋」という

有名な焼餅屋があることを知っていた。私は「さすがは、上賀茂神社！二軒もあ

る」と感激して、両店で食べ比べをすることを楽しみにしていた。両店の位置を、

図１の①と②に示す。 

曾根崎通 

① 
② 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-45.pdf
https://kanko.city.kyoto.lg.jp/area/gyouseiku/kitaku_map7.html
https://kanko.city.kyoto.lg.jp/area/gyouseiku/kitaku_map7.html


 2 

 「神馬堂」と「葵屋」の写真を図２に示す。私が上賀茂神社を参詣したのは 11 月

の３連休中であったが、このようなかき入れ時にも拘わらず、「神馬堂」には「休

業札」が架かっていた。「葵屋」は開店していたが、店内には喫茶場所がなかった。

私は、仕方なく、白餡と蓬の「やきもち」を１ケづつ買って、歩きながら食べたが、

冷えていてあまり美味しくなかった。私は本年３月には北野天満宮に参詣したが、

その門前にある「天神堂」も寂れていた（北野天満宮の記事/f）。残念ながら、最

近のご時世には、門前の焼餅屋は採算が合わないようだ。 

 

 
 

 
 

（３）上賀茂伝統的建造物群保存地区 

 図１に示すように、上賀茂神社から大田神社に行く道は、明神川の清流に沿って、

古い民家が並んでいる。次ページの図３に、保存地区と伝統的建造物の地図を示す。

４）のサイト/1によれば、「上賀茂は、平安京の地主神である上賀茂神社を中心に、神

官（社司と氏人）と農民によって門前集落が形成され、室町時代から神官の屋敷町として

発展してきた。神社の境内から流れ出る明神川に沿って、豕扠首（いのこさす）という独

図２．上賀茂神社の門前

にある焼餅の老舗。 

上：神馬堂、下：葵屋。 

２）のサイト/Lによれ

ば、神馬堂は 1872 年創業

で、焼餅の専門店。名物

の「葵餅」は１ケ 130 円

で、賞味期限は当日。午

前中に完売する日もある

そうで、店内には喫茶場

所がある。 

３）のサイト/lによれ

ば、葵屋の創業年は不明

であるが、現在の店主が

３代目。ここの「やきも

ち」には、白餡と蓬があ

り、１ケ 125 円で、賞味

期限は４日。当店は他の

菓子も販売しているが、

店内に喫茶場所はない。 

なお、北野天満宮の門前

にある「天神堂」は、神

馬堂で修行した職人さん

が 1952 年に開業した。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-31.pdf
https://kanko.city.kyoto.lg.jp/detail.php?InforKindCode=1&ManageCode=3000111
https://kyotopi.jp/articles/to8nL
http://www.aoiya.jp/products.html
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特の妻飾りを持つ社家（神官の屋敷）が建ち並び、土橋、土塀、門、前庭の樹木と一体と

なって、社家町の歴史的景観を今に伝えている。」そうである。 

 
 

 
図３．上：上賀茂伝統的建造物群保存地区。本図は５）のサイト/lより借用。 

下：伝統的建造物群と明神川。遠方の山は比叡山。 

なり田（漬物） 

西村家庭園 

藤木神社 

明神川 

大田神社 

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000015506.html
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図５．大田神社の案内板 

図４．藤木神社 
上賀茂神社の境外末社で、瀬

織津姫神（せおりつひめか

み）を祭神とする。明神川の

守護神として、樹齢 500 年と

いわれるクスノキの古木の下

に祀られている。 
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（４）大田神社 

 大田神社の案内板を図５に、大田神社の鳥居と拝殿・本殿を図６に示す。残念な

がら、拝殿は修復中でテントに覆われており、当神社の霊感を体感出来なかった。

案内板によると、当神社は京都最古と言われる上賀茂神社より以前から、当地の原

住民により祀られていたが、上賀茂神社の創建後は、その境外摂社となった。鳥居

に向かって右側には、有名な「太田の沢」があり、平安時代から歌に詠まれたカキ

ツバタの名勝である。 

 
 

 
 

図６．大田神社 

上：鳥居 

下：修復中の拝殿・本殿 
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図７．上：末社・百大夫社、下：天然記念物「かきつばた群落」の碑。 

 

私（林）は今年５月に西宮神社に参詣したが、その末社である百太夫神社/fにも

参詣し、その由来を紹介した。西宮の百太夫は付近の漁師で、西宮神社の御神体で

ある蛭子神を慰めるために傀儡を始めた人物であった。大田神社には末社が数社あ

ったが、その一つが「百大夫社」であった（図７上の写真）。西宮とは「太」と

「大」の違いはあるが、同じ人物であろう。上賀茂の百大夫社の祭神は船玉神とあ

るが、詳細は不明のようである。大東亜戦争の敗戦までは、日本には古くからの神

社が祀られ、伝統的な行事が継承されてきた。しかし、戦後の米国流の社会では、

そのような日本の古くからの伝統は排除され、色々な神様の由緒が忘れ去られてい

る。西宮の百太夫神、上賀茂の船玉神、天満宮の白太夫神などは、相互に関係があ

りそうであるが、段々と歴史の闇に消えかかっている。 

 図７下は、天然記念物「かきつばた群落」の碑の写真である。この群落は平安時

代から有名で、千年以上も都人を楽しませて来たそうである。６）のサイト/cには、

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-39.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4CR7R3z2Wfc
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2012 年の「大田神社」と「大田の澤のかきつばた」の見事な動画がある。ところが、

しかし、現在は無粋な鉄条網で囲われていた。その理由を帰宅して調べてみると、

最近この群落は存亡の危機に面しているようだ。７）のサイト/Qによれば、ここの

カキツバタは 2015 年よりシカの食害により、例年より２割しか花が咲かなかったそ

うである。シカ害の防止は大変なようで、千年以上も存続してきた天然記念物のカ

キツバタ群落が、最近の急激な環境変動により存亡の危機に面していることは重大

な事態である。何とかして、シカ害を防止することが緊急に必要である。 

 

（５）北山駅前のランチ 

 上賀茂神社と大田神社とを参詣して、近所で昼食を食べようと思ったが、門前に

は適当な食堂がない。参詣客の殆どは、観光バスで来て、食事を摂らずに次に行っ

てしまっているから、門前町が衰退しているようだ。私（林）は市バスで地下鉄・

北山駅まで行って、駅前ランチ店を探した。北山駅周辺の地図を図８に示す。 

北山駅前には素敵なランチ店が多い。私が選んだ店を以下に紹介する。①セカン

ドハウス（パスタとケーキ）。②進々堂（焼きたてパンと美味しい食事）。③ペン

ローズ ダイニング（ランチ、カフェもあり）。④蕎麦のよしむら。私は、セカンド

ハウスで 1100 円のスパゲッテイ・ランチを食べた。美味であった。 

 
図８．北山駅周辺の地図。①セカンドハウス、②進々堂、③ペンローズ ダイニング、

④蕎麦のよしむら。 

  
図９．北山駅周辺のランチ。左：セカンドハウス、右：進々堂 

① 

② 

③ 

④ 

https://www.youtube.com/watch?v=uD4TrAkHhFQ
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図９．北山駅周辺のランチ。左：ペンローズ ダイニング、右：よしむら。 

 

（６）古事記の舞台は阿波だった 

 

 
 前回の記事/fに続いて、「古事記の舞台は阿波だった」説（略して、古事記阿波

説）を少し紹介する。徳島県外の方には分かり難いかも知れないが、「そんな説も

あるのか」と気軽に読んで下さい。徳島県に育った方には、「自分達が聞きなれた

地名や見慣れた神社が、実は古事記の舞台だった」と、興味を持って欲しい。 

図 10. 「古事記阿波説」の舞

台。（８）のサイト/lより） 

上：古代阿波の地図。古代の阿

波は「伊国」と呼ばれていた。 

下：上図における「高越山」

付近の拡大図。 
①木屋平（原初の高天原） 

②舞中島（オノコロ島） 

③善入寺島（ヒルコ・淡島） 

④伊国の海岸部（本来は「伊津面

国」であるが、古事記には「出雲

国」と書かれている。） 

⑤吉野川上流（伯伎国：ほうきの

くに） 

⑥高越山（比婆山）：高越山（標

高：1133ｍ）は吉野川中流に聳え

る円錐形の名山で、この山が本来

の「富士山」である。 

⑦見能林町（竺紫の日向の橘の小

門の阿波岐原） 

⑧神山町 

⑨宍喰町 

⑩気延山 

⑪三木家：三木家は忌部氏の本家

で、天皇即位の大嘗祭に使用する

「鹿服（あらたえ）」を奉納する

家系である。 

① 

① 

② 

② 

③ 

③ 

④ 

⑤ ⑥ 

⑥ 

⑦ ⑧ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-45.pdf
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kihara/taka01/taka01.html
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 ８）のサイト/lは「古事記阿波説」を分かり易く説明していつ。古事記阿波説に

よれば、「古事記のあらすじ」は次のように解釈される。なお、神話の舞台は、図

10 を参照して下さい。 
 はじめ高天原（美馬市・木屋平：図 10 の①）に神様が現れました。イザナギとイザナ

ミの神はオノコロ島（舞中島：図 10 の②）に降り、ヒルコ・淡島（吉野川市・善入寺

島：図 10 の③）を開拓したが、うまくいかなかったので、改めて淡路島から国を広げ始

めました。しかし国を広げる途中、イザナミの神は亡くなり出雲国（図 10 上の④）と伯

伎国（図 10 上の⑤）の境の比婆山（吉野川下流と上流の境、岩津にそびえる高越山：図

10 の⑥）に葬りました。 

 イザナミの神に会いに行ったイザナギの神は、妻の醜い死体を見て黄泉国の軍団に追わ

れて逃げ、竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原（阿南市見能林町：図 10 の⑦）で黄泉国の

よごれを落とすため海に入り禊ぎをしました。その時に生まれた天照大御神と月読命は、

高天原（神山町：図 10 の⑧）に送られ、スサノウは、「海原を治めよ」と宍喰町（図 10

上の⑨）に送られました。しかし、スサノウは海原を治めず、「母の国・根の堅洲国（図

10 上の⑤）に行きたい」と泣きわめいたので、追い出されました。 

 スサノウは、母の国（吉野川上流：図 10 上の⑤）へ行く途中で、姉の天照大御神に挨

拶するため高天原（図 10 の⑧）へ登りましたが、高天原で数々の乱暴なことをしたので、

姉の天照大御神は、天岩戸（神山町元山：図 10 の⑧）にこもってしまいました。困った

多くの神々は、天照大御神を岩戸より呼び出すため祭りをし、そしてスサノウを追放しま

した。 

 吉野川流域に下ったスサノウは、高志八俣の大蛇を退治し（吉野川に流れ込む多くの支

流の治水を行ったことを指す）、スサノウの子孫の大国主命は、後に出雲（葦原中国：図

10 上の④）すべてを治めるようになりました。大国主命の子供である事代主命が、出雲国

を譲ることを承諾したので、出雲（豊葦原水穂国）の高千穂峰（気延山：図 10 上の⑩）

へ高天原から天照大御神の孫ニニギノ命が降ってきました。 

 次回の記事で、私（林）は「ユダヤアークの秘密の蓋を開いて、日本からあわス

トーリが始まります（香川宣子著）」と「古代ユダヤと日本建国の秘密（大杉博

著）」を紹介し、「古事記阿波説」を解説する予定である。これらの本では、以下

の事項が書かれている。 

①高天原（現・徳島県美馬市木屋平）に現れた神様とは、「古代イスラエル（ユダ

ヤ）人」である。彼らは天狗のような形相と進んだ文化を持っていたので、彼らを

原住民は「神様」と思った。 

②「イザナギの神が阿波岐原で天照大御神と月読命とスサノウとを生んだ」との神

話は、「高天原に先着していたイザナギが、この海岸で、ユダヤから渡来した船団

（天照大御神と月読命とスサノウとを指導者とする集団で、アークを運んで来た）

に再会した」ことを意味する。 
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https://kanko.city.kyoto.lg.jp/area/gyouseiku/kitaku_map7.html
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７）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=uD4TrAkHhFQ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=uD4TrAkHhFQ
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kihara/taka01/taka01.html

