
 1 

第 68 回 東京都中央区の浅沼稲次郎像 

               筆者：林 久治（記載：2018 年 11 月１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、「市井で頑張って人生を過ごしたが、有

名人ではなく一般には全く知られていない人物」と言う意味である。最近、私は大

阪近傍で、その候補となりそうな銅像を数体ネットで見つけている。 

私は６月下旬に大阪に滞在し、その間にそれらの銅像の幾つかを探索した。その

探索記を57 回の記事/f、58 回の記事/f、および59 回の記事/fで書いた。東京近傍

の銅像は、日本銅像探偵団のサイトで殆ど探索尽されている印象であった。しかし

最近、私が住んでいる練馬区近傍の銅像をネット調査すると、上記のサイトに収録

されていない銅像がゴロゴロ見つかって来たのは意外であった。そこで、東京で猛

暑が収まった８月 28 日から、私は東京の銅像探索を始めた。それらの探索記を61

回の記事/f、62 回の記事/f、63 回の記事/f、および64 回の記事/fに記載した。 

９月 28 日から 10 月９日まで、私は大阪に滞在して銅像探索を行った。65 回の記

事/fでは茨木市の上田像探索記を、66 回の記事/fでは豊中市の石丸像探索記を、67

回の記事/fでは尼崎市戸ノ内地区の田中幸三郎像探索記を記載した。その後、私は

東京に帰ったが、しばらく曇天や雨が続いた。10 月 25 日は久しぶりに晴天であっ

たので、私は東京都シルバーパスを利用して、大江戸線の沿線にある４体の銅像を

探索に出かけた。しかし、その内の３体は工事中などで見えなかったので、今回は

当日に唯一撮影できた浅沼稲次郎像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）社民党本部の浅沼稲次郎像 

 今回の探索目的は浅沼像であった。浅沼先生は超有名人であるので、私（林）の

探索目的とは合致しない。しかし、「日本全国の銅像を網羅するデータベースの礎

となることを目指す」と豪語する日本銅像探偵団のサイトに、浅沼像が収録されて

いないのは不思議である。ただ、本サイトの「銅像指名手配」欄には、東京都三宅

村椎取神社にある「浅沼稲次郎像」が指名手配されている。しかし、三宅島は孤島

なので、未だ誰もここにある浅沼像の写真を投稿していない。一方、私は東京の社

民党本部にかねてから浅沼先生の胸像があることを知っていた。（なお、本サイト

の団長さんは、社民党本部に浅沼像があることをご存じなかったようである。） 
 現在の社民党本部は「東京都中央区湊 3-18-17 マルキ榎本ビル 5 階」にあるので、

大江戸線の月島駅から近い。そこで、今回、私は社民党本部を訪れて、浅沼像を撮

影することを試みた。月島駅付近の地図を次ページの図１に示す。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-57.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-58.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-59.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-61.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-61.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-62.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-63.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-64.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-65.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-65.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-66.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-67.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-67.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
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図１．月島駅付近の地図（佃大橋南詰の掲示板） ➀：住吉神社、②：大江戸線月

島駅、③：佃大橋南詰、④：佃大橋北詰の佃島渡船跡、➄：マルキ榎本ビル（社民

党本部）、⑥：汐見地蔵尊、⑦佃煮店。 

 

当日、私は大江戸線月島駅（図１の②）から徒歩で佃大橋南詰（図１の③）まで

行って、そこに掲示されていた地図（図１）を撮影した。それから、佃大橋を渡っ

た。大橋から撮影した隅田川の写真の一つを次ページの図２上に示す。20 世紀後半

の一時期には、隅田川の水は非常に汚れていたが、最近は大変綺麗になっている。

川の両岸には新しい高層マンションが林立しているが、古くて小さいビルも沢山残

っている。そのような貧層なビルの一つである「マルキ榎本ビル」に、2017 年に社

民党本部が哀れにも移転して来たのである。 
 佃大橋を渡って北詰（図１の④）に来ると、佃島渡船跡の案内板があった。その

写真を図２下に示す。私は「マルキ榎本ビルは、佃大橋北詰を直ぐに右に曲がった

通りにある（図１の➄）」ことを調べていたので、その道を辿って行った。すると、

汐見地蔵尊（図１の⑥）があった。汐見地蔵尊の写真を、４ページの図３に示す。

さらに先に行くと、湊２丁目に着いてしまった。「これは行き過ぎだ」と思い、注

意深く引き返して、やっとマルキ榎本ビルを発見した。 
 ３ページには、佃大橋と佃島渡船場跡の写真を示す。４ページには、汐見地蔵尊

の写真を示す。５ページには、マルキ榎本ビルにある社民党本部の写真を示す。浅

沼像の説明は、５ページから始める。 

② 

③ 

④ ➄ ⑥ 

⑦ 
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図２．上：佃大橋から見た隅田川の上流、下：佃島渡船跡の案内板。 
 
佃島渡船跡の案内板（図２下）によれば、「佃の渡し」は 1645 年に始まり（有料の

手漕ぎ船）、1927 年には無料の曳船渡船となり、東京五輪直前の 1964 年８月に佃

大橋が開通して、300 年の歴史を持つ佃島渡船は廃止されたそうである。なお、

２）のサイト/には、東京都中央区の歴史的遺物が詳しく説明されている。 

http://tokyochuo.blog.shinobi.jp/Page/2/
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本由緒には、次のように記載されている。 

文化 4 年（1807 年）富岡八幡宮祭礼日に永代橋の崩落事故が起り 2,000 余名もの犠牲者が

出ました。その後も大火災、大地震、疫病は江戸一帯を襲い多数の死傷者が出ました。明

治時代に入りこの地に怪奇現象が起こり川底から一体の石像と多数の人骨、歯牙歯骨が出

ました。人骨は両国の回向院に、石像と歯牙歯骨はこの地に葬って供養しています。歯を

病む者が祠前の塩を持ち帰り口中を漱げば痛みが治り、お礼に塩や揚枝を供する習しで霊

験すこぶるあらたかな地蔵尊として篤い信仰を集めています。 供養祭 毎年 6 月 6 日 

図３． 
上：汐見地蔵尊 

下：汐見地蔵尊の

由緒。 

所在地： 

東京都中央区湊３

丁目 18-22 
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 マルキ榎本ビルの入口には、本ビルに入居している団体名が記載されていた（図

４上左）。私（林）は、インターフォンで社民党を呼び出さず、エレベーターで５

階に直行した。「そこに受付があれば、銅像撮影を直接お願いしよう」と思ったか

らである。エレベーターで５階に降りると、正面に図４上右のような入口があった。

入口に向かって左側の小空間に、図４下のような浅沼稲次郎の胸像が無造作に置か

れていた。私は入口を覗いたり（入口の先には、更にドアーが閉まっていた）、胸

像の銘板を見たりしていたが、人気は全く無かった。 

そこで、私は無断で胸像の撮影を開始した。本像の置かれた環境は、胸像が真っ

黒なうえに、後ろの窓からの逆光が強く、胸像撮影には最悪であった。色々な角度

から撮影した写真の中で、ましな 2枚を次ページの図５に示す。 

図４． 
上左：ビルの入居者、 
上右：社民党本部の入

口、 
下：社民党本部入口前

に置かれた浅沼稲次郎

の胸像。 
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図５．社民党本部前に設置された浅沼稲次郎の胸像 
 
社会文化会館は、当時の日本社会党が三宅坂の国有地を借りて建設した。本会館

は地上７階、地下１階の堂々たるビルで、落成披露は 1964 年５月９日であった。

３）のサイト/7は次のように書いている。 

浅沼像は社会文化会館の落成披露の際、除幕式が行なわれたもので、河上丈太郎委

員長は当時「浅沼君の胸像こそは、この新しい会館というホトケに入れられた魂。

ヌマさんは死んだが、彼の魂をわれらの心の中に守っていこう」と静かに述べた。 
 ウィキペディア（社会民主党）は次のように書いている。 

1996 年１月に社会党は社民党に改称した。社民党時代には、本会館は次のように使われて

いた。７階～５階：三宅坂ホール、４階：社会民主党全国連合、３階：会議室、２階：社

会民主党東京都連合、１階：株式会社広報プレイスと株式会社印刷センター、地下１階：

喫茶・食堂シダックス。2011 年の東日本大震災以後、ビルの耐震性が問題視され、専門家

による耐震診断によれば本会館は「即時使用制限」とされたため、2013 年３月より解体開

始。社民党本部は、総理大臣官邸の裏に立地する「永田町ビル」の 2 階（約 660 平方メー

トル）へ、2013 年 1 月 26・27 両日に移転した。 

この移転に際し、浅沼像の重量が永田町ビルの基準を超過するので、台座を大幅

に減量して本像も移転した。４）のサイト/Yの動画（2013 年５月 16 日、浅沼稲次

郎像除幕式）で、当時の福島党首が本像減量の経緯を報告している。 

なお、社民党本部は 2017 年５月に、現在の場所（マルキ榎本ビル 5階）に再移転

している。これを一部マスコミは「都落ち」と揶揄している。 

http://d.hatena.ne.jp/Donoso/20130106/1357450287
https://www.youtube.com/watch?v=6vVCw3FamVY
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図６．浅沼稲次郎像の台座にある河上丈太郎の銘文 

 

 浅沼稲次郎（1898.12.27-1960.10.12）は東京都三宅島の出身で、戦後は大衆的な

人柄と逞しい体格で、機関車のように社会党を牽引していた。1960 年安保の時代に

は、浅沼先生は三代目の社会党委員長（在任：1960.3.23-1960.10.12）であった。

安保騒動の後、総選挙（1960.11.20）の前哨戦として、1960 年 10 月 12 日に日比谷

公会堂で開催された自民・社会・民社 3党首立会演説会（NHK 主催）に参加した浅

沼先生は、演説中に突然壇上に上がって来た 17 歳の右翼少年に腹部を刺され、非業

の最期を遂げた。 

 私（林）は、1960 年３月に徳島市の高校を卒業し、4月から東京の大学に入学し

ていた。入学直後から、安保闘争が激化し、18 歳の私も岸首相の反動的政治姿勢に

憤慨してデモに参加していた。安保騒動の清算として、岸首相は退陣して池田首相

に代わり、浅沼委員長は白色テロに倒れたのである。これらは、もう 58 年も昔の出

来事であるが、現在でもネットで多くの資料を見ることが出来る。従って、本稿で

は本件をこれ以上解説しない。 

 浅沼暗殺の直後は、書記長の江田三郎（1907.7.29-1977.5.22）が委員長代行とな

り、河上丈太郎（1889.1.3-1965.12.3）が５代委員長（1961.3.6-1965.5.6）に就任

した。浅沼像の台座には、２枚の銘文があった。その一つは本像建立当時の河上委

員長のものであり、もう一つは詩人の草野心平のものである。前者を図６に、後者

を図７に示す。河上の銘文は次のように書かれている。 



 8 

彼は大衆を愛し大衆は彼を愛した 解放の戦士浅沼稲次郎 彼はいまも我等の中に生き

ている 反動の牙刃に六十一年生涯を閉じるまで休みなく彼は斗いつヾけた 耳を澄せば

彼の叫びが大衆の唸りが今日もきこえる 

明治三十一年十二月三宅島に生まれ 昭和三十五年十月十二日暴漢の手に死す 

一九六四年三月 河上丈太郎 

 

 

図７．浅沼稲次郎像の台座にある草野心平の銘文 

 

 浅沼像の台座にあるもう一つの銘文は、は詩人の草野心平（1903.5.12-

1988.11.12）のものである。本銘文を図７に示す。草野の銘文は次のように書かれ

ている。 

浅沼委員長の死を悼む 

一九六〇年十月十二日／沼さんは倒れた でない 倒された／一本の刃で突如／け

れども然し／その全生涯を行動してきたあなたの正義の夢は／沼さん 断じて死な

せない／その夢を生かせ／その夢をたちきったものを／そのすべてをあばけ／日本

の現在のために／未来のために／これから生まれる新しい歴史のために 草野心平 

 

（３）浅沼稲次郎暗殺事件の資料 

 前節では、「本件をこれ以上解説しない」と書いたが、最近では本件を知らない

人々が増えたのではなかろうか。例えば、５）のサイト/の著者は、2006 年 9 月 30

日（土）に三宅坂ホールで開催されたライブを鑑賞した際に、玄関ホールにあった

https://www.enjoytokyo.jp/kuchikomi/101205/
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浅沼像を撮影して「（この人）誰？」と書いている。そのような人々のために、浅

沼稲次郎暗殺事件の資料を少し紹介しよう。 
「浅沼稲次郎暗殺事件」で検索すると、多くの記事が出て来る。その中で、本件

の解説は６）のサイト/1が優れている。本件の動画は７）のサイト/dで視聴できる。

本件を撮影した報道写真の１枚が、日本で初めてピュリッツァー賞を受賞した。そ

の写真を図８に示す。本写真はなかなか迫力があるが、「写真を撮る暇があるなら、

カメラを犯人に投げつけてでも、犯行を防げ！」との批判があった。

 

 

（４）佃煮と佃住吉神社 

 社民党本部で浅沼像を撮影した後、私は佃大橋まで帰ってきた。橋から見ると左

側に赤い鳥居が見えるので、そちらの方に行ってみた。すると、図１⑦の地点に、

佃煮の老舗が２軒あった。その写真を図９に示す。１軒目は「元祖佃煮・天安」で、

天保八年（1837 年）の創業である。２軒目は「つくだに・丸久」で、安政六年

（1859 年）創業である。なお、佃煮の老舗として「日本橋鮒佐」も有名である。ま

た、図９右には、劇作家北條秀司（1902-1996）の句碑も写っている。彼の戯曲「佃

の渡し」は、新派演劇の名作である。 

 

  
図９．左：元祖佃煮・天安、右：つくだに・丸久 

図８．浅沼稲次郎暗殺事件の報

道写真  
本写真は、８）のサイト/pより

借用。本サイトで、大きな写真

を見ることが出来る。 

９）のサイト/によれば、本写真

は毎日新聞のカメラマン長尾靖

により撮影された。 

https://matome.naver.jp/odai/2140305382903981601
https://www.youtube.com/watch?v=D4KROpdUkrM&feature=related
http://d.hatena.ne.jp/Donoso/searchdiary?word=%2A%5B%B1%F3%C2%AD%5D
http://photomarket.org/japan/index.php
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20120118/296593/
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天安の HP（10）のサイト/l）には、佃煮の由来が次のように書かれている。 
慶長八年（一六０三年）家康が江戸幕府を開いた時、摂津国佃村の漁民三十三名を江戸に

呼び、石川島に近い島を居住地として与え、故郷の佃村に因み『佃島』と名付けた。彼ら

はこの地で白魚などの漁をしながら江戸城内の台所をまかなうことで漁業権を与えられま

した。離れ小島であるため時化（シケ）どきにお菜に事欠き、また猟期には腐らない副食

物が必要なところから、湾内で獲った小魚類を塩辛く煮込んで保存食を作ることを考えた。

其後、千葉より醤油が渡り、塩煮から醤油煮にかわり佃島で作られたので佃煮と命名され

江戸市中に売り出した。 

 

 

図 10. 佃住吉神社の二之鳥居と拝殿 

 

 佃煮の老舗を見て（図１の⑦）、赤い鳥居（佃住吉神社の一之鳥居）を通って参

道を進むと、二之鳥居と拝殿に到着した（図１の➀）。本社の紹介や写真は、11）

のサイト/lが優れている。本社の境内には、「住吉神社略縁起」が掲示されており、

それには次のように書かれている。 

住吉神社 略縁起  

 御祭神 底筒之男命（そこつつのおのみこと）・中筒之男命（なかつつのおのみこと） 

 ・表筒之男命（うわつつのおのみこと）  （住吉三神）  

 息長足姫命（おきながたらしひめのみこと）（神宮皇后）  

 東照御親命（あずまてるみおやのみこと）（徳川家康） 

例祭 八月六日 

 「西の海阿波伎の原の潮路より顕われ出てし住之江の神」と卜部兼直の和歌にあるよう

に住吉大神は、遠き神代の昔、筑紫の日向の橘の小戸の阿波伎原に於いて現れた伊邪那岐

大神の御子、底筒之男命、中筒之男命、表筒之男命の三柱の神です。  

http://www.tenyasu.jp/html/company.html
https://jinjamemo.com/archives/post-14167.html
https://jinjamemo.com/archives/post-14167.html
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 神宮皇后三韓征伐の際、皇后自ら御親祭をなさり住吉三神の御守護により無事達成なさ

りました。その帰途、摂津国西成郡田蓑島（大阪佃 ）にお寄りになり住吉三神を遥拝に

なりました。これが大坂佃の住吉の社（田蓑神社）の起源です。  

 遥か後、天正年間に徳川家康公が摂津の多田の廟に参詣の時、田蓑島（大阪佃）の漁夫

達が漁船をもって神崎川の渡船を勧めた由縁で家康公がこの島の住吉の社（田蓑神社 ）

にも参詣し、家康公の漁業の傍ら田も作れとの事で、村名を田蓑から佃に改めさせました。

そして田蓑の名を残すため社名を住吉神社から田蓑神社へと改めました。  

 天正十八年（１５９０）家康公が関東下向の際、家康公の命により摂津国佃の漁夫三十

三人と住吉の社（田蓑神社）の神職平岡正大夫の弟、権大夫好次が分神霊を奉戴して江戸

に下り、寛永年間に幕府より鉄砲洲向いの干潟を賜り、築島工事を起こし、正保二年に竣

工し、元の名から佃島 と名付け、住吉明神 の社地を定めて、正保三年（１６４６）六月

二十九日、住吉三神、神宮皇后、徳川家康公の御霊を奉遷祭祀しました。これが佃住吉神

社の起こりです。  

 佃島は江戸湊の入り口に位置し、海運業、各問屋組合をはじめ多くの人々から海上安全、

渡航安全の守護神として信仰を集めました。  

 その後、月島、勝どき、豊海、晴海と埋め立てが行われ、その地域の産土神（氏神）と

して信仰されています。 

  

図 11. 左：佃住吉神社・二之鳥居の扁額、右：波除稲荷神社の扁額 

 

佃住吉神社・二之鳥居の扁額を図 11 左に示す。この扁額はとても珍しい陶製の扁

額である。額字は有栖川宮幟仁親王の筆によるもので、右端には「明治十五年六月

三十日」との記載がある。佃住吉神社の境内には、多くの境内社があった。本稿で

はそれらを一々紹介する容量がないので紹介を省略する。詳細は、11）のサイト/l

をご覧下さい。 
 

https://i0.wp.com/jinjamemo.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_7787.jpg?ssl=1
https://jinjamemo.com/archives/post-14167.html
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図 12. 於咲波除稲荷神社 

 

12）のサイト/lによれば、佃住吉神社の近くに鳥居を共有して、於咲稲荷神社

（おさきいなりじんじゃ）と波除稲荷神社（なみよけいなりじんじゃ）が鎮座して

いる。図 12 に、両社の写真を示す。向かって右側が於咲稲荷神社で、左側が波除稲

荷神社である。前者には、拝殿の前に自前の鳥居があった。後者の扁額を図 11 右に

示す。小さな稲荷の扁額としては、中々立派である。波除稲荷神社は築地の波除稲

荷神社から招魂したのかも知れない。神社の雰囲気から、「この神社は漁師の神社

だ」と感じられる。 
 於咲稲荷神社の方は正体不明であるが、13）のサイト/に面白い記事があったので、

以下にそれを引用する。 

佃島に祀られているお稲荷様は、1858 年の幕末に現れた「化け狐」だそう。佃島に狐に

憑りつかれ、叫び暴れまわっている漁師がいた。そこへ 1 人の女性霊能力者が流れつき、

お祓いをすると、なんと漁師の体内から 1 匹の狐が飛び出したという。住民たちは、すぐ

にその狐を取り囲み、打ち殺す。「化け狐」の死体を見て我に返った住民たち。急に恐ろ

しくなった住民たちが、死体の処理について霊能力者に相談すると、「灰になるまで燃や

し尽くし、地中に埋めなさい。その上に社を建てるのです」と助言した。それがこの「於

咲稲荷神社」。神社そのものは 1m 四方ほどの小さなもの。敷地も広くない。周囲はビル

に囲まれながらも、昔ながらの下町の雰囲気を残している佃島の風景に馴染んでいるよう

にも見える。「於咲稲荷神社」の“於咲”という名は、件の女性霊能力者の名前であると

のことだ。 

 

http://www.buccyake-kojiki.com/archives/1068581025.html
https://ddnavi.com/review/407100/a/
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（５）古事記阿波説による住吉神社の起源 
 最近、徳島では「古事記阿波説」の研究が進展している。「古事記阿波説」とは、

「古事記に書かれている神話や古い歴史は、全て阿波国での実話が基になってい

る」という説である（詳細は、14）のサイト/lなどを参照）。私（林）は49 回の記

事/fで本説を紹介したので、この記事も是非ご覧下さい。 
通説では、「全国の住吉神社の本宮は大阪の住吉大社である」と考えられている。

しかし、古事記阿波説によれば、「住吉神社の本宮は阿波国（古くは、伊国とも倭

国とも呼ばれていた）にある」と考えている。49 回の記事/fで、私は次のように書

いた。 
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（49 回の記事の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。 

 その他、日本の有力な神社は、7世紀末に全て阿波国から全国各地に分祠され、

大規模な神社が建てられた。このようにして、天皇家は「自らの出目が伊国（阿波

国）である」ことを完全に隠蔽した。そのような事態になったのは、次のような歴

史的事実があったからである。 

➀アッシリア帝国に滅ぼされたイスラエル王国の主力部隊は、アーク（聖櫃）を持って四

国にある伊国の剣山周辺に逃げて来た。 

②イスラエル人達は天孫族として剣山周辺に定着し、その地を「高天原」と呼んだ。 

③天孫族は伊国の海岸部（伊津面：イツモ）に進出した。これを「天孫降臨」と呼ぶ。 

④伊国（倭国）の天孫族は、奈良県（大倭国）に進出して、大和朝廷となった。 

➄大和朝廷は白村江の戦いで、唐帝国に大敗した。 

⑥「天孫族が阿波国の出身で、剣山にアークが隠されている」ことを唐の皇帝に知れば、

「唐の大軍が剣山にアーク奪いに来る」と大和朝廷は恐れ慄いた。 

⑦そこで、大和朝廷は伊国の日向を宮崎県に、伊国の出雲を島根県に移し、天孫族に縁が

深い伊国の神社を全国各地に分散し、「天孫族が伊国の出身である」ことを徹底的に隠蔽

した。 

 なお、49 回の記事/fでは、全国の主要神社とそれらの伊国（阿波国）での本宮

との対応を次のように記載した。（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 

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 

http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/awa/awa_01.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-49.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-49.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-49.pdf
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2015/02/27/231013
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-49.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-47.pdf
http://on-linetrpgsite.sakura.ne.jp/column/post_206.html
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2014/12/18/005813
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2014/11/24/002055
https://www.facebook.com/pg/awakodaishi/notes/
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
http://park17.wakwak.com/%7Ehappyend/kojiki/index.html
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2015/02/27/231013
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2015/02/27/231013
http://awa-otoko.hatenablog.com/entry/2015/09/29/234304
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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 
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