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第 49 回 住吉大社（その２：摂末社、初詣風景、および古事記阿波説） 

                筆者：林 久治（記載：2018 年１月 18 日） 

（１）前書き 

 私は本年の１月２日に、大阪の住吉大社に初めて参詣した。前回の記事/fでは、そ

の参詣記（その１）を書き、主として本殿の紹介をした。本稿では、その摂社・末

社、初詣風景、および古事記阿波説による住吉大社の起源を紹介する。なお、阪堺

電車の搭乗記は次回に記載する。図１に、住吉大社の境内図を示す。 

 
図１．住吉大社の境内図。 本図は、１）のサイト/より借用。 
①第一本宮、②第二本宮、③第三本宮、④第四本宮、⑤反橋、⑥受付、⑦社務所、

⑧記念館、⑨大海神社、⑩種貸神社、⑪御文庫、⑫楠珺社、⑬五所御前、⑭侍者社、

⑮石舞台、⑯船玉神社、⑰市戎・大国社、⑱御田、⑲武道館、⑳浅沢社、(21)大蔵

社、❷ 立聞社、❸伊勢神宮遥拝所、❹招魂社、➎后土社。 
 
（２）住吉大社の摂社・末社 

 住吉大社には、摂社 4社（大海神社、志賀神社、船神玉社、若宮八幡宮）・末社

25 社（境内 21 社、境外 4社）の計 29 社がある。各々の摂末社ごとに昔からのご利

益があるようで、熱心に参拝する人々が多かった。それらの初詣風景を以下に紹介

する。なお、住吉大社の摂社・末社の説明は、２）のサイト/mが優れている。 

❷ 

❸ 

❹ ➎ 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-48.pdf
http://www.kushinoi.co.jp/tour/001/
http://www.genbu.net/data/settu/sumiyosi2_title.htm
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図２．種貸神社（⑩） 

上：拝殿、 

中：意味深な安産祝、 

下：のぼり。 
住吉大社のＨＰより：初辰

とは、毎月最初の辰の日の

ことです。 この日に参拝す

れば、より一層力を与えて

守り助けてもらえると信仰

されています。種貸社、楠

珺社、浅澤社、大歳社の四

社をそれぞれにお参りする

のが慣わしとなっていま

す。そして 4 年を一区切り

として、48 回参拝すれば、

満願成就となります。 これ

は、四十八辰、つまり始終

発達するという意味からき

たもので、4 年間月参りを

続けられるというのは、そ

れだけ無事発達しているこ

とでもあります。 

初辰まいり 1 番参りで、

「願いの種」を授かりま

す。ご祈祷した「お種銭

（おたねせん）」を授か

り、これを商売などの元手

に加えて、資本充実の祈願

をします。 

また、子宝祈願の崇敬も厚

く、殿内にはお子様を授か

った方が奉納した「種貸人

形（たねかしにんぎょ

う）」が喜びの数だけござ

います 
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図３．楠珺社（⑫） 
上：拝殿、下：のぼり。 
住吉大社のＨＰより：初辰

まいり２番参りで、「願い

の発達」を祈ります。「は

ったつさん」と親しまれ、

古くより商いを営む方々か

ら篤い信仰を受けておりま

す。毎月授かる「招福猫

（しょうふくねこ）」は有

名。奇数月は左手を、偶数

月には右手を挙げた小猫を

毎月集め 48 体そろうと、満

願成就の証として納めてい

ただきます。そして一回り

大きな招福猫と交換しても

らい、今後のご繁栄を祈願

します。 

図４．立聞社(❷) 
住吉大社のＨＰより：こ

のお社は別名、「長岡

社」「春日社」とも呼ば

れていました。俗に縁切

りの神としても崇敬さ

れ、禁煙や酒断ちを決意

して参拝に訪れる方も少

なくありません。 
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（３）初詣風景 
 以下に、住吉大社の初詣風景を紹介する。図６左に示すように、境内の空地の全

てに露店が沢山出て、大変賑わっていた。市戎・大国社（いちえびす・だいこくし

ゃ）の前の広場では、有名な住吉踊が奉納されていた。次ページの図７に、踊とそ

の説明文の写真を示す。当社への初詣では、住吉踊は必見である。（本文は、６ペ

ージ末に続く。） 

  
図６．左：境内の露店、右：市戎・大国社。 

図５． 
上：伊勢神宮遥拝社

（❸）、 
下左：招魂社（❹：住吉累

代神主及び社人の祖霊）、 

下右：后土社（➎：神域全

体の土地の神）。 



 5 

 

 

図７．上：住吉踊の新年特別奉納 
下：住吉踊の説明板 
ウィキペディアより：祭祀としての

住吉踊りは、神功皇后が三韓より凱

旋の折、泉州七道ヶ濱（現・堺市堺

区七道）に上陸したことを祝い、海

浜の漁民が天下泰平を謳歌し吉士舞

を舞ったのが始まりとされる。中世

には農民たちが稲の虫追いや厄払い

の意を込めて五穀豊穣を祈った農民

舞踊となり、住吉神宮寺（神社に付

属する寺）の僧が庶民の安全繁栄を

祈った踊りとして京阪諸国を巡歴

し、勧進した。 

江戸時代には乞食坊主の願人坊主ら

が大道芸として全国に流布し、かっ

ぽれ・万作踊りなどに影響を与え

た。かっぽれなどを住吉踊りと称す

ることもあるが、大道芸としての住

吉踊りは伊勢音頭や豊年踊り、子守

り踊りなど民間踊りや俗謡が混在し

ており、本来の住吉踊りとは異な

る。 

３）のサイト/Mで、正月の住吉踊

の動画が視聴できます。 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%BF%97%E8%88%9E
https://www.youtube.com/watch?v=_06h5yqFLqM
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 住吉大社の空き地には、露店が立錐の地なく出店していた。その中で、図８下に

示すように、「おばけ屋敷」も出ていた。私が生まれた徳島市通町には、戎神社が

ある。現在でも、ここの十日戎（新旧の１月 9-10 日）には沿道に露店が出て、大変

賑わっているようである。私が少年時代の 1950 年代には、通町の十日戎は特に賑わ

図８． 
上：住吉踊の舞台の横で

子供の踊もあった。 
中：反橋の風景 
私が 10 時頃に当社に着い

た時には、反橋の上は空

いていた（前回の記事

/f）。11 時頃の帰りに、

横から反橋を見ると、橋

の上は満員の人出であっ

た。 
下左：おばけ屋敷の見世

物小屋、下右：おばけ屋

敷の入口。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-48.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-48.pdf
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いでいた。所々には、まだ空き地があったので、そういう場所には必ず「おばけ屋

敷」が出ていた。テレビが普及した 1960 年代からは、「おばけ屋敷」のようなグロ

テスクな興業はお祭りでは姿を消していたように思う。本年、私は 60 年ぶりに「お

ばけ屋敷」の出店を見て、「さすがは住吉大社！スケールが大きい」と感激した。

今回の初詣で、「大阪人には住吉大社に対する厚い信仰が未だ盛んである」ことを

実感することができた。 

 
（４）古事記阿波説による住吉大社の起源 
 最近、私（林）は「古事記阿波説」を勉強している。本説は「古事記に書かれて

いる神話の舞台は阿波であったことが、阿波に残っている古い神社や言い伝えで説

明できる」と考えている。私は、46 回の記事/fで、古事記阿波説による古事記の解

釈（４）のサイト/l）を紹介したが、以下にそれを再掲する。（文献の説明を緑文字

で、私の意見を青文字で記載する。なお、古事記阿波説では、神話時代の阿波は

「伊国」と呼ばれていたと考えている。） 

 

 はじめ、高天原（美馬市・木屋平：図９の①）に神様（神様とは、古代ユダヤからの渡

来人）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９の②）に降り、

ヒルコ・淡島（吉野川市・善入寺島：図９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、イザナミは亡くなり出雲

国（図９の④）と伯伎国（図９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９の⑥）に葬られました。 

 イザナミに会いに黄泉国行ったイザナギは、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（阿南市橘町：図９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９の⑧）に送られ、スサノウは、「海原を治めよ」と宍喰町（図９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９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

図９．「古事記阿波説」の舞

台。本図は４）のサイト/lより借

用。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（いづ

も）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）、⑦阿

南市橘町（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伊島、⑫剣山。 

 

① 

② 
③ 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-46.pdf
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kihara/taka01/taka01.html
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kihara/taka01/taka01.html
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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

９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９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。 

 古事記の正統的な解釈では、イザナギが禊をした場所（竺紫の日向の橘の小門の阿

波岐原）は、宮崎市阿波岐原町にある江田神社の近くであると比定されている。し

かし、次のような穏健な意見の方も（５）のサイト/l）いる。 
この「日向」は現在では宮崎の地域名ですが、そもそも陽の当たるという意味です。小

戸は、小さな戸という意味合いで、小さな港か、小さな麓の集落という意味かと思われま

す。そしてアワギハラも「粟が生える原っぱ」という意味合いかと思います。となると

「ツクシ」も何かしらの地形を意味しているのではないかと思います。そもそも九州を表

す「ツクシ」という言葉の語源はハッキリしていません。ある説では「ツク」…ミミヅク

に島の形が似ているからとも、言われますが、ここでのツクシは「最果て」という意味で

の「尽くし」が語源でしょう。 つまり「竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原」は「最果ての

島の、陽の当たる、柑橘系の木が生える、小さな港のある、粟の原っぱ」という漠然とし

た土地のことになります。 

私（林）は63 回読書感想文/fで、古事記阿波説におけるイザナギの禊の場所を次

のように紹介した。 

 「黄泉の国から逃げ帰ったイザナギは，竺紫（つくし）の日向（ひむか）の橘の小門

（をど）の阿波岐原でミソギをした」と，古事記に書かれている。古事記に，「竺紫の日

向」と書かれているので，通常は，九州の日向（ひゅうが）と読み，単純に宮崎県のこと

と考えてしまうだろう。しかし，古事記をよく読むと，竺紫は「国生み」の箇所では，九

州を筑紫国と書いている。竺紫（つくし）と筑紫，あきらかに書き換えている。「竺紫の

日向」と続く時は，「竺」の文字を使っている。「竺紫の日向」とは，九州の事ではない。

それでは，「竺紫の日向」とは，どこにあたるのだろうか。 

 古事記は，最初「国生み」から始まる。「国生み」は，阿波から始まり，淡路島・四

国・九州へと広がっていくのだが，神武天皇が畿内に入るまでは，四国が一番東の地域で

あった。西につきた島を九州と呼んでいるのだから，「ツクシ」とは，つきるという意味

である。日向（ひむか）とは，ヒムカ・ヒムカシ・ヒンガシ・ヒガシと変化してきた言葉

で，東という意味である。すると「竺紫の日向」とは，「東につきた所」という意味にな

る。 

 神武天皇が畿内に入り，国の領域が広がる前の国の一番東につきた地域は，四国の最東

端に位置する徳島県阿南市である。その阿南市にある橘湾周辺は，イザナギのミソギをし

た「竺紫の日向の橘」と考えられる有力な所である。（林：現在、「橘」は阿南市内にあ

るが、町村合併以前は「徳島県那賀郡橘町」と呼ばれていた。「橘」の場所を図９に示す。

「阿波岐原」にも阿波の文字が入っている。阿波で「岐」とは「港」のことで、「阿波

岐」とは「阿波の港」と解釈できる。） 

 古事記は、「イザナギが禊をすると、沢山の神々が生まれた」と書いている。

「古事記の神話は荒唐無稽な作り話である」と主張する学者も多い。しかし、私は

古事記阿波説を参考にして、「ここでこれらの神々が誕生したのには、それなりの

理由があった」と思っている。 

①身につけたものを海に捨てると、12 柱の神々がうまれた。６）のサイト/0によれば、こ

れらの神々は、阿南市橘湾とその沖合にある島々に対応している（つまり、島生み神話で

ある）。伊島の當所神社には、奥疎神(おきざかるのかみ)・奥津那藝佐毘古神(おきつな

ぎさびこのかみ)神・奥津甲斐辨羅神(おきつかひべらのかみ)の三柱の神が，御祭神とし

http://nihonsinwa.com/page/1962.html
http://masaniwa.web.fc2.com/D-63.pdf
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てお祀りされているが、これらの３柱の神々は全国で伊島にしか祀られていない。伊島は

図９⑪に示すように、橘湾の沖合にある大小３島からなる群島であるので、「奥神」の名

称は納得できる。宮崎市阿波岐原町の付近には、このような 12 柱の神々に対応する島々

は微塵も存在しない。 
②７）のサイト/によれば、水の底で身を清めると、底津綿津見神（そこつわたつみのか

み）と底筒之男神 （そこつつのをのかみ：第一本宮の祭神）の二神が生まれた。 水の中

程で身を清めると、中津綿津見神（なかつわたつみのかみ）と中筒之男神 （なかつつのを

のかみ：第二本宮の祭神）の二神が生まれた。 水の表面で身を清めると、上津綿津見神

（うはつわたつみのかみ）と上筒之男神 （うはつつのをのかみ：第三本宮の祭神）の二神

が生まれた。「筒」とは「星」の意味で、住吉三神はオリオ ン座の「三ツ星」を象徴する。

なお、綿津見神は海の神を意味する。 
③顔を漱いだときに、天照大御神、月読命、およびスサノウ命が生まれた。（古事記阿波

説では、イザナギは橘湾で古代ユダヤから船で渡来して来た天照大御神らと合流したと解

釈する。） 

 古事記阿波説によれば、三韓征伐から伊国（倭国）に帰国した神功皇后は、徳島

県板野郡住吉村（現・藍住町）に住吉三神を祀る住吉神社を創建した（８）のサイ

ト/3）。倭国の朝廷が奈良県（大倭国）に移住した際に、住吉神社も摂津国の大海

神社の境内に分祠された。つまり、大海神社は住吉大社に軒を貸して母屋を取られ

たのである。 
「古代ユダヤと日本建国の秘密」の本で著者の大杉博は、次のように書いている

（47 回の記事/f）。 
白村江の戦い（663 年）で完敗した大和朝廷は、極端なまで唐を恐れていた。もし日本

の剣山（図９の⑫）にユダヤの秘宝（契約の箱＝アーク）があるという情報が、唐の皇帝

の耳に入った場合は、唐の軍隊が日本にアークを奪いに来るのではないかと、身震いする

ほど恐れていた。そこで朝廷は、秘宝のアークと共に、朝廷発祥の地である阿波を次のよ

うにして隠蔽した。 
①皇族たちが大和朝廷の発祥地が阿波にあることを絶対に言わないように誓約した。 

②大和朝廷の発祥地を隠すために記紀（古事記と日本書紀）を編纂した。 

③記紀の記述を信用させるために、国々に「風土記」を編集させて、記紀の記述を裏付け

る記事を挿入させた。 

④全国各地に、カムフラージュ用の神社を創建した。678 年に賀茂神社、691 年に諏訪大

社、701 年に松尾大社、711 年に伏見稲荷大社、716 年に出雲大社、719 年に大山祇神社、

725 年宇佐神宮。 

⑤カムフラージュ用の地名を作った（例えば、出雲国や日向国の捏造。阿波の富士山の名

前を、駿河に移動）。 

⑥朝廷の発祥地（阿波）に、他国者を入れないようにした。 

⑦「万葉集」を編纂し、歌のうえでも朝廷の発祥地を隠した。 

⑧カムフラージュ用の記紀の記述が質問攻めにあったので、模範解答用に「釈日本紀」を

編纂した。 

47 回の記事/fに書いたように、「古事記阿波説」によれば、日本の主な神社の元

社は阿波（伊国）にある、と考える。例えば、次のような対応がある。なお、以下

に引用したサイトは、47 回の記事/fに記載したサイトである。 

伊勢神社（三重県）←伊勢神社（徳島県阿波市阿波町伊勢 80）：12）のサイト/l 

http://lunabura.exblog.jp/15412072/
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2015/02/27/231013
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2015/02/27/231013
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-47.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-47.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-47.pdf
http://on-linetrpgsite.sakura.ne.jp/column/post_206.html
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八坂神社（京都府）←熔造皇神社（徳島市・以乃山の山頂）：11）のサイト/3 

出雲大社（島根県）←八鉾神社（徳島県阿南市長生町）：13）のサイト/5 

上賀茂神社（京都府）←鴨神社（徳島県三好郡東みよし町加茂）：14）のサイト/ 

諏訪大社（長野県）←多祁御奈刀弥神社（徳島県名西郡石井町浦庄諏訪）：２）のサイト/l 
大國玉神社（日本各地）←倭大國魂神社（徳島県美馬市美馬町重清）：２）のサイト/l 
事代主命神社（奈良県）←生夷神社（徳島県勝浦郡勝浦町生比奈）：２）のサイト/l 

住吉大社（大阪府）←住吉大明神社（徳島県板野郡藍住町住吉）：15）のサイト/3 

宇佐八幡宮（大分県）←宇弥（うみ）八幡宮（以乃津の加茂奈）：15）のサイト/3 

伏見稲荷大社（京都府）←上一宮大粟神社（徳島県名西郡神山町）：16）のサイト/4 

大山祇神社（愛媛県）←黒岩大権現（徳島県板野郡上板町大山）：17）のサイト/1 

気比神社（福井県敦賀市）←気比神社（徳島県板野郡板野町鶴ヶ須）：18）のサイト/0 

 次回には、阪堺電車の搭乗記は記載する予定である。 
 
 
参考資料 
１）のサイト：http://www.kushinoi.co.jp/tour/001/ 
２） のサイト：http://www.genbu.net/data/settu/sumiyosi2_title.htm 
３）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=_06h5yqFLqM 
４）のサイト：http://park17.wakwak.com/~happyend/kihara/taka01/taka01.html 
５）のサイト：http://nihonsinwa.com/page/1962.html 
６） のサイト：http://park17.wakwak.com/~happyend/kojiki/awa/awa_10.html#Anchor-100 

７）のサイト：http://lunabura.exblog.jp/15412072/ 
８）のサイト：http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2015/02/27/231013 
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http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%D8%B2%EC%BB%D4
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