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ABSTRACT 
 Empress Jingu was enshrined in the Yodo River on the south coast "Ooe-no-kishi · Tamino Island" at 

the time of your return from "Silla countries". Then,it is beginning Ikasuri-Shrine is was enshrined the 

place of Watanabe (west of Tenma-hashi current, koku-mati vicinity) in the land of Watanabe. 

Ikasuri-Shrine is written down in "Engishiki" of the Heian era with only "Taisha" of Settsu Province 

Nishinari-Goori and continues up to the present day as Ubusuna-gami. Ikasuri-no-kami is a collectively 

Hasuha-no-kami, Ikui-no-kami, Sakui-no-kami, Tunagai-no-kami and Hahiki-no-kami. Ikasuri Shrine 

enshrines God of the house protection, God of travel safety, God Anshan patron.  

 Enshrined Gods was ordered a substituting lot on Osaka construction of a castle of Toyotomi Hideyoshi 

in 1582 and was moved to (1624-1643) in the Kanei era year. The called Watanabe enshrined the place 

name of the current also, in which the original place name has been transferred, it is also the birthplace 

of the surname of Watanabe・Watabe, etc. Koku-mati、Chuo-ku, Osaka which is reportedly Kyusha-chi, 

temporary palace of Otabi-sho has been enshrined today. 

Ikasuri-Shrine is Settsu Province-Ichinomiya, Resshi to Hu-sha in 1871, then promoted to "Kanpei- 

Chusha" in 1936, the new shrine worthy of the Kanpei-sha was built. 1936, Ikasuri-Shrine was rebuilt 

in reinforced concrete to simulate the shrine. But, it was destroyed in a primary air raid of Osaka 

University in 1945. The current main shrine is the appearance of 1960. Sanctuary (honden) style is 

Irimoya-zukuri.  Worship hall (haiden) style is Hirairi-haiden. The Keidai Massha, Touki-Shrine, 

Seni-Shrine, Aidono-Shrine, Tenman-Shrine, Ōkuninushi -Shrine, Oe-Shrine, Inari-Shrine, etc. are 

enshrined. Big-torii is two engines. In other words, front torii is triple myōjin torii, and back torii is 

myōjin family torii. The height of Big-torii is a maximum of 5.94m.Tourou 13 are (ceramics tourou eight 

include it). The height of big-tourou is a maximum of 4.42m. 
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1．はじめに 

本研究は、地域の歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている。本稿は、大阪市中央

区に鎮座し、大阪の商業の中心地とした「船場」地区である坐摩神社で行った洞窟環境 NET 学会の総合学術調査

(2014)報告の一部である。坐摩（いかすり）神社は、江戸時代後期、上方落語の常設小屋が初めて同神社境内に開

設された。船場で、芸能・文学にゆかりのある神社である。 

坐摩神社の概要は、次のとおりである。主祭神は、生井（ｲｸｲ）神、福井（ｻｸｲ）神、綱長井（ﾂﾅｶﾞｲ）神、波比祇（ﾊﾋｷ）

神そして阿須波（ﾊｽﾊ）神を総称して坐摩（ｲｶｽﾘ）神とする。神社は神功皇后によって創建された。祭神の５柱の神は、

『古語拾遺』等によると神武天皇が高皇産霊（ﾀｶﾐﾑｽﾋﾞ）神・天照大神の神勅を受けて宮中に祀ったのが起源とされ、

神祇官（ｼﾞﾝｷﾞｶﾝ）西院で坐摩巫（ｲｶｽﾘﾉﾐｶﾝﾅｷﾞ）によって祀られた。勧請神は、天正 10（1582）年豊臣秀吉の大坂

築城に当たり替地を命ぜられ、寛永年間（1624-1643）現在地に遷座された。坐摩神社の祭神の坐摩神は昔から住

居守護の神、旅行安全の神そして安産守護の神として一般から篤く信仰せられている。神武天皇以来、皇居の守護

神としてお祀りになっている。 

神社の社格等は 式内社（大）であり、摂津国一宮、旧官幣中社である。神紋は白鷺（ｼﾗｻｷﾞ）である。本殿様式は

入母屋造で、拝殿様式は平入拝殿である。境内末社は陶器神社、繊維神社、相殿（ｱｲﾄﾞﾉ）神社、天満神社、大國

主神社、大江神社、稲荷神社の 7 神社である。大鳥居は２基(正面鳥居は三ツ鳥居と背面鳥居は明神系鳥居で、高

さは 高 5.94ｍである。灯籠は１３基（陶器灯籠は８基含む）で、高さは 高 4.42ｍである。 

著者は、そうした歴史背景を抑えつつ坐摩神社の社殿・拝殿、鳥居、石灯籠の詳細なデータ解析を行った。さらに
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文献等によって神社および周辺の歴史の由来についても調査研究を行った。本稿は、古代国家の命運を決定づけ

た舞台としての坐摩神社を多角的にとらえた実証研究の報告である。既存の神社鳥居の関連資料情報を収集して、

調査との規模と形態等についての概要を把握し、構成要素の現象を示す事実を明らかにしたい。国内において神社

鳥居の関連資料に関する報告はこれまで皆無である。 

住民発達史や環境変遷史との関わりで、神社がどのような位置づけや問題点を有しているかという検討が重要で

ある。筆者らは鳥居の笠木(上端と下段)と貫（上端と下段)について回帰方程式によって勾配と決定係数を解明した。

今後の研究課題として、神社の保全と環境問題などについて所見を整理したい。さらに、短時間の調査であつたた

め、未解明の事項が少なくない。今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。

国際化時代に相応すべく、神社の由来については多国語（日本語・英語・韓国語）の翻訳を添付した。 後に、神社

の年表と内容を纏めることができた。 

 

2.坐摩神社の資料 

2-1.黎明期と古墳時代の坐摩神社 

黎明期（～15 代）の 12 代景行（ｹｲｺｳ）天皇（71-130 年）は、『古事記』『日本書紀』に記載され、日本武尊（ﾔﾏﾄﾀｹ

ﾙ-ﾉ-ﾐｺﾄ）の父である。日本武尊は記紀に登場する皇子である。諱は小碓（ｵｳｽ）尊（命）。第 14 代仲哀天皇の父であ

る。第 14 代仲哀天皇と神功皇后（200-270 年）の間に、15 代応神天皇(270-310 年)が生まれた。15 代応神天皇は、

古墳時代(15～26 代)の初代天皇である。神功皇后（200-270）は、河内王朝の母で、坐摩神社との深いゆかりの聖域

である。 

河内王朝は、四世紀の前半に成立した王朝である。本

拠地は、現在の大阪市にある上町台地であるとされ、日本

の前身である倭国の有力氏族の本拠もこの地域に点在し

ている。この王朝の痕跡は、河内地域に分布する巨大な前

方後円墳である。河内王朝については、日本書紀にある記

載を含め諸説あるが、本稿では、西暦 270 年から 531 年の

第 15 代応神天皇から第 26 代継体天皇までを整理してそ

の歴史的背景と共に考察した（図 2-1）。 

それぞれの天皇の経歴と陵墓の他、新羅・高句麗・百

済・中国といったアジア地域との国際関係についても論考

している。本稿では河内王朝の天皇として、第 15 代応神天

皇（270-310 年）、第 16 代仁徳天皇（313-399 年）、第 17

代履中天皇（400-405）、第 18 代反正天皇（406-410）、第

19 代允恭天皇（412-453 年）、第 20 代安康天皇（454-456

年）、第 21 代雄略天皇（456-479 年）、第 22 代清寧天皇

（480-484年）、第23代第顕宗天皇（485-487年）、第24代仁賢天皇（488-498年）、第25代武烈天皇（489-507年）、

第 26 代継体天皇（507-531 年）を定義している。河内王朝説を提起する東洋史学者の岡田英弘によると、歴史上で

存在したことが確かな天皇は仁徳天皇からであるとして、この王統を河内王朝と称している(表 2-1)。 

 

図 2-1.黎明期と古墳時代の天皇系図 
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表 2-1.黎明期と古墳時代の天皇の宮名称 

 
 

神功皇后の創建による当社の始まりは、神功皇后が三韓征伐より帰還したとき、淀川河口の地に坐摩神を祀った

ことだとされる。今でも旧社地であった坐摩神社行宮には「神功皇后の鎮座石」と言われる巨石が祀られている。延喜

式神名帳では摂津国西成郡唯一の大社に列し、住吉大社と同じく摂津国一宮を称している。『万葉集』の中には、難

波津から西国へ向かう防人が旅の安全を坐摩社に祈る歌がある（ｈｔｔｐ//:ja.wikipedia.org/wiki、2014）。 

 

2-2.渡辺津の守護神 

創建時の社地は現在と異なり、渡辺津・窪津・大江などと呼ばれたかつての淀川河口である。旧社地は遷座後に

御旅所が置かれた現在の中央区石町（ｺｸﾏﾁ）に推定され、天神橋-天満橋間の南、近世以降「八軒家」と呼ばれる

地に概ね該当する。なお、石町には摂津国の国府も置かれており、町名は国府の転訛も言われている。平安時代後

期には源融にはじまる嵯峨源氏の源綱（渡辺綱）が渡辺津に住んで渡辺を名字とし、渡辺氏を起こした。渡辺綱の子

孫は渡辺党と呼ばれる武士団に発展し、港に立地することから水軍として日本全国に散らばり、瀬戸内海の水軍の

棟梁となる。渡辺津は窪津ともよばれ、京からの船が着く熊野古道の基点でもあった。熊野三山への参詣道沿いに

立っていた「熊野九十九王子」のうち、 初の「窪津王子」は「渡辺王子」とも呼ばれ、この坐摩神社行宮の場所にあ

ったと思われる。（ｈｔｔｐ//:ja.wikipedia.org/wiki、2014） 

 

2-3.船場への移転 

天正 11（1583）年の大坂城築城に際して、西横堀川に近い現在地に遷座した。本町通にも近く、多くの物売りや見

せ物が門前に集まった。特に古着屋は「坐摩の前の古手屋」として名高く、上方落語にも「古手買」「壺算」などで登

場する。また、初代桂文治が始めてこの神社で寄席を開いたとされている。この神社の近くで後の「そごう」が古手屋

として生まれ、船場が繊維の町として発展するきっかけになった。また西横堀川沿いには陶器問屋が並んだが、当社

の末社に陶器神社があることの由縁である。 

昭和05（1930年）に「渡辺町」、所在地の現在の町名は「久太郎町四丁目渡辺」と、番地ではなく「渡辺」となってい

る。神社と氏子が渡辺津から移転してきたことで、江戸時代から既に「北渡辺町」「南渡辺町」という町名。昭和 63
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（1988）年、旧南区・東区の統合に伴う地名変更の際、「渡辺町」は統合されて消えることとなった。そこで、渡辺姓の

末裔で作る「全国渡辺会」などが渡辺の名のルーツである渡辺町の消滅に対し反対運動を起こした。結局市は苦肉

の策により、丁目の次の街区番号に「渡辺」の名を残すことで決着をみた。今も陶器祭りが行われている。 

（ｈｔｔｐ//:ja.wikipedia.org/wiki、2014）。 

 

2-4.御祭神と祭事暦 

①生井（ｲｸｲ）神・井水の神------活発な生命力のある神、安産の神。 

②福井（ｻｸｲ）神・井水の神------幸福と繁栄の井戸水の神。 

③綱長井（ﾂﾅｶﾞｲ）神・井水の神---釣瓶を吊す綱の長くし、深く清い井戸水の神。 

④波比祇（ﾊﾋｷ）神・竃(ｶﾏﾄﾞ)神---屋敷神、庭の神、住居守護の神。 

⑤阿須波（ﾊｽﾊ）神・竃(ｶﾏﾄﾞ)神---足場・足下の神、足の神、旅行安全の神 

坐摩神は古語拾遺算によれば、神武天皇（ｼﾞﾝﾑ・紀元前 711～紀元前 585 年）が即位された時、御神勅により宮

中に奉斎されたのが起源とされ、坐摩の語源は諸説もあるが、土地又は居住地を守り給う意味の居所知（ｲｶｽﾘ）が転

じた名称である（表 2-2）。（神社由来略記参照） 

 

表 2-2.坐摩神社の祭事暦 

1 月 歳旦祭、元始祭、新年祈願祭 2 月 鎮魂祭､紀元祭、祈年祭 

4 月 稲荷神社初午大祭、例祭宵宮祭､献花祭、昭和祭 

5 月 紫陽花、 6 月 夏越大祓、 

7 月 夏季大祭宵宮祭、夏季大祭、陶器神社例

祭、御神花サギ草 

10 月 神嘗奉祝祭、秋季大祭宵宮祭、秋季大

祭 

11 月 明治祭、新嘗祭 12 月 懸鳥祭、天長祭、師走大祭、除夜祭 

朔日祭（毎月 1 日）、望日祭（毎月 15 日）、月次祭（毎月 22 日） 

  

2-5.御神徳 

 御祭神の御神徳は往古より宮城を守る神である。 

①住居守護の神（居住地を守り）。 

②旅行安全の神（行路の安全を守り）、安産守護の神等として広く信抑を集め、御祭神の名義から流水、井泉の神

であり霊神としても篤く奉斎されている。旅行安全の神としても、萬葉集に防人が旅立ちに際して坐摩神に行路の

安全を所願した歌が諌まれでいる 

③安産の神としては、神功皇后が応神天皇の御安産を当社に御祈願になり、近くは明治天皇がお生まれになると

き特に宮中より御祈願があり、当社の秋季大祭当日［旧暦］に皇子が御降誕された。 

  

2-6.坐摩神社の由来（平成祭データ） 

 五柱の御祭神（生井神・福井神・綱長井神・波比岐神・阿須波神）を総称して、坐摩神としている。この坐摩神は昔

から住居守護の神、旅行安全の神、安産の神として一般から篤く信仰せられている。 

住居守護とは人の住居に不慮の危害を防ぎ、居住する人々の安全息災をお守りになるのであって、此の意味で皇

室に於かせられても、神武天皇以来今日に至る迄引続き皇居の守護神として此の神様を篤くお祭になり、一般の
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人々も古くは皆其の家庭の守護神としてお祭りである。旅行安全とは、人々の足の踏み立てる所は何処でもお守り、

外出中あるいは特に遠くへの行などに災難に遭わないように守護せられる。萬葉集（万葉集）には、旅行中の安全を

坐摩神に祈る防人の歌が記載している。安産の神とは、神功皇后が応神天皇の出産時に、当社に祈願した故事によ

り、安産の神として古くより知られている。近くは明治天皇の出産時にも、皇室から特に御安産の御祈願があり、当社

の秋祭の日に御安産になった。 

  当神社は、豊臣秀吉時代迄は、今の天満橋南詰辺に鎮座せられ、摂津国西成郡（今の大阪城より西方一帯）の

唯一の大社の氏神である。天満橋付近の地を渡辺としたが、天正 11（1583）年、豊公の大阪城築城に際し、廓外なる

現在の地に御遷座になり、今ここの町名を渡辺町というのも元の地名を移したものである。 

  以上の通り当社は、大阪における も古い、由緒ある神社であり、昭和 11（1936）年に官幣中社に昇格されたが、

昭和 22（1947）年、制令で社格は廃止されました。しかし皇室の御安泰とともに氏子崇敬者の安全息災と隆昌発展を

永久に守護せられている。－『平成祭データ』 

 

2-7.上方落語寄席発祥の地 

初代桂文治の功績について、http://wave.sankei-kansai.com/によると、坐摩神社の境内に常設の寄席小屋を初

めて開き、落語を披露したとされるのは、初代桂文治。それまで民家の座敷

や路上で演じられていた話芸の拠点を作った功績は大きく、文治は上方落

語中興の祖ともいわれています。「境内に寄席があったことは、摂津名所図

会（ずえ）からもうかがえます」とは渡辺宮司。摂津名所図会は江戸時代の地

誌で、当時の摂津国（現在の大阪府北中部の大半と兵庫県の一部）の名所

を絵画と文章で紹介している。 

 境内には「上方落語寄席発祥の地」と大書きされ、文治の功績などを記し

た顕彰碑があります。上方落語協会会長の桂三枝（現在は文枝）さんらの尽

力で平成２３（2001）年１０月、除幕されています。「建立の話が持ち上がるま

で、実は当社に寄席があったことは知りませんでして…」。渡辺宮司はこう振り返り、申し訳なさそうでした(写真 2-1)。

同神社では人形浄瑠璃も江戸時代後期に演じられていたようである。 

 

3.坐摩神社の由来と現在 

3-1.坐摩神社の和文由来と現在  

 神功皇后が新羅より御帰還の折、淀川南岸の大江の岸・田簑島、のちの渡辺の地（現在の天満橋の西方、石町（ｺ

ｸﾏﾁ）附近）に奉祀されたのが始まりである。平安時代の「延喜式」には、摂津國西成郡（ｲｼﾅﾘｺﾞｵﾘ）の唯一の大社と

記され、産土神として今日に至っている。また、６１代朱雀天皇（ｽｻﾞｸ、23９年-952）の御代、天慶 2 年（939）以来祈願

11 社中に列し､以後たびたび祈雨「雨乞い」のご祈請・奉幣に預かりました。 

 天正 10 年（1582）豊臣秀吉の大坂築城に当たり替地を命ぜられ、寛永年間（1624-1643 年）現在地に遷座された。

現在の鎮座地名を渡辺と称するのも、元の地名が移されたもので、全国の渡辺・渡部等の姓の発祥地でもある。旧社

地と伝えられる石町には、現在も当社の行宮（御旅所）が鎮座されている。 

 明治 4（1871）年に府社に列し、昭和 11（1936）年には官幣中社に昇格し、官幣社にふさわしい新社殿が造営され

た。1936 年当時の社殿に模して再建された現在の社殿は鉄筋コンクリート造りであるが、旧社殿は昭和 20（1945）年

写真 2-1.上方落語寄席発祥の地 
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の第一次大阪大空襲で焼失した。境内には、稲荷神社、陶器神社、繊維神社、相殿（ｱｲﾄﾞﾉ）神社、天満神社、大國

主（ｵｵｸｲﾇｼ）神社、大江神社等が祀っている。（神社由来略記参照）  

 

表 3-1.大阪市中央区、坐摩（ｲｶｽﾘ）神社の日文詳細資料 

1 主祭神 
①生井（ｲｸｲ）神、②福井（ｻｸｲ）神、③綱長井（ﾂﾅｶﾞｲ）神、④波比祇（ﾊﾋｷ）神、⑤阿須波（ﾊ

ｽﾊ）神を総称して坐摩（ｲｶｽﾘ）神とする。 

2 神社創建 

神功皇后の創建。祭神の５柱の神は、『古語拾遺』等によると神武天皇が高皇産霊（ﾀｶﾐﾑｽ

ﾋﾞ）神・天照大神の神勅を受けて宮中に祀ったのが起源とされ、神祇官（ｼﾞﾝｷﾞｶﾝ）西院で坐

摩巫（ｲｶｽﾘﾉﾐｶﾝﾅｷﾞ）によって祀られた。 

3 勧請神 
天正 10（1582）年豊臣秀吉の大坂築城に当たり替地を命ぜられ、寛永年間（1624- 1643）

現在地に遷座された 

4 祭 神 住居守護の神、旅行安全の神、安産守護の神。 

5 社格等 式内社（大）、摂津国一宮、旧官幣中社、神紋は「白鷺（ｼﾗｻｷﾞ）」。 

6 例祭等 
①例祭（献花祭：4 月 22 日）、②夏季大祭（7 月 22 日）、③秋季大祭（10 月 22 日）、 

④鎮魂祭（2 月節分当日）、⑤懸鳥（ｶｹﾄﾘ）祭（12 月 2 日）、⑥大祓式。  

7 宮 司 渡邉 紘一(大阪府神社庁副庁長) 

8 鎮座地 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町四丁目渡辺 3 号  坐摩（ｲｶｽﾘ）神社 

9 交通手段 大阪市営地下鉄「本町駅」-15 番出口より南側へすぐ（旧伊藤忠商事と南御堂の裏手） 

10 位 置 北緯 34 度 40 分 51 秒/東経 135 度 29 分 55 秒。標高：16ｍ 

11 電 話 TEL06-6251-4792 FAX06-6251-4425  www.ikasuri.or.jp 

12 社 殿 本殿様式：入母屋造、拝殿様式：平入拝殿 

13 境内末社 
①陶器神社-周辺陶器問屋の守護神、②繊維神社-周辺繊維問屋の守護神、 

③相殿（ｱｲﾄﾞﾉ）神社、④天満神社、⑤大國主神社、⑥大江神社、⑦稲荷神社 

14 境外摂社 
大阪市中央区石町（ｺｸﾏﾁ）：坐摩神社行宮-祭神：①豐磐間戸（ﾄﾖｲﾜﾏﾄﾞ）神、 

②奇磐間戸(ｸｼｲﾜﾏﾄ)神、③大隅（ｵｵｽﾐ）宮 

15 境外末社 大阪市浪速区浪速西：浪速神社-祭神：①坐摩大神、②猿田彦大神 

16 鳥 居 大鳥居は２基(正面鳥居は三ツ鳥居と背面鳥居は明神系鳥居)。高さは 高 5.94ｍ。 

17 灯 籠 灯籠は１３基（陶器灯籠は８基含む）。高さは 高 4.42ｍ。 

18 その他 

平成 23（2011）年 10 月 19 日、桂文治（初代）が寄席を開いた故事に則り、坐摩神社境内に

「上方落語寄席発祥の地」の顕彰記念石碑が建立され、除幕式が行われた。 

札所等：神仏霊場巡拝の道 49 番（大阪 8 番）。 

19 読み方･  正式な読み「ｲｶｽﾘｼﾞﾝｼﾞｬ」、一般「ｻﾞﾏｼﾞﾝｼﾞｬ」とも読まれ、地元「ｻﾞﾏｻﾝ」の通称。 

20 神社庁 境内に大阪府神社庁があり、神社庁が当社の社務所ビルに同居しいる。 

 

3-2.坐摩神社の英文由来と現在  

Empress Jingu was enshrined in the Yodo River on the south coast "Ooe-no-kishi · Tamino Island" at 

the time of your return from "Silla countries". Then,it is beginning Ikasuri-Shrine is was enshrined the 

place of Watanabe (west of Tenma-hashi current, koku-mati vicinity) in the land of Watanabe. 
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Ikasuri-Shrine is written down in "Engishiki" of the Heian era with only "Taisha" of Settsu Province 

Nishinari-Goori and continues up to the present day as Ubusuna-gami. Also, Ikasuri-Shrine was 

column 11 Shachu of prayer, 939 years since Miyo of 61 generations Emperor Suzaku (239-952). 

Thereafter, Ikasuri-Shrine was entrusted to your prayer "Rainmaking (ritual)" frequent. 

Enshrined Gods was ordered a substituting lot on Osaka construction of a castle of Toyotomi 

Hideyoshi in 1582 and was moved to (1624-1643) in the Kanei era year.The called Watanabe enshrined 

the place name of the current also, in which the original place name has been transferred, it is also the 

birthplace of the surname of Watanabe・Watabe, etc. Koku-mati、Chuo-ku, Osaka which is reportedly 

Kyusha-chi, temporary palace of Otabi-sho has been enshrined today. 

Ikasuri-Shrine is Settsu Province-Ichinomiya, Resshi to Hu-sha in 1871, then promoted to "Kanpei- 

Chusha" in 1936, the new shrine worthy of the Kanpei-sha is was built. 1936, Ikasuri-Shrine was rebuilt 

in reinforced concrete to simulate the shrine. But, it was destroyed in a primary air raid of Osaka 

University in 1945. The current main shrine is the appearance of 1960. Sanctuary (honden) style is 

Irimoya-zukuri. Worship hall (haiden) style is Hirairi-haiden. The Keidai Massha, ①Touki-Shrine, 

②Seni-Shrine, ③Aidono-Shrine, ④Tenman-Shrine, ⑤Ōkuninushi -Shrine, ⑥Oe-Shrine, ⑦Inari-Shrine, 

etc. are enshrined. Big-torii is two engines. In other words, front torii is triple myōjin torii, and back 

torii is myōjin family torii. The height of Big-torii is a maximum of 5.94m. Tourou 13 are (ceramics 

tourou eight include it). The height of big-tourou is a maximum of 4.42m. 

 

表 3-2.大阪市中央区、坐摩（ｲｶｽﾘ）神社の英文詳細資料 

1 
Worshipped 

Gods 

Ikasuri-no-kami is a collectively Hasuha-no-kami,Ikui-no-kami, Sakui-no- 

kami, Tunagai-no-kami and Hahiki-no-kami. 

2 Foundation 

The person of foundation is Empress Jingu.The 5 poster God enshrin ed deity 

is a origin was enshrined in the Imperial Court Emperor Jimmu is subjected 

to Kamimikotonori of Takamimusubinokami · Amaterasu-Omikami According 

to the "Kogo Shūi", etc.The enshrined deity was dedicated to in Zingikan Saiin 

by Ikasurinomikannagi. 

3 
Enshrined 

Gods 

Enshrined Gods was ordered a substituting lot on Osaka construction of a 

castle of Toyotomi Hideyoshi in 1582 and was moved to (1624-1643) in the 

Kanei era year. 

4 Saizin God of the house protection, God of travel safety, God Anshan patron.  

5 
Shrine 

Ranking 
Shikinaisha (large), Settsu Province-Ichinomiya, old Kanpei Chusha shrine 

6 
Annual 

festivals  

①Annual festival (flowers Festival: April 22), ②Summer big festival (July 22), 

③Fall big Festival (October 22), ④Requiem Festival (February Setsubun day), 

⑤Kaketori Festival (December 2), ⑥ Shinto purification expression. 

7 Chief Priest Osaka Prefecture Zinjachou vice-agency 

8 Shrine Site 〒541-0056 4, Watanabe 3,Ｋｙｕｔａｒｏｕ-machi, Chuo-ku, Osaka-shi  
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9 Access South Osaka Municipal Subway "Honcho Station" than -15 Exit 

10 Position 34°40'51" N / 135°29'55" E. Altitude: 16m 

11 TEL・FAX TEL06-6251-4792 FAX06-6251-4425  www.ikasuri.or.jp 

12 Shaden 
Sanctuary (honden) style: Irimoya-zukuri,  

Worship hall (haiden) style::Hirairi-haiden 

13 
Keidai 

Massha 

①Touki-Shrine, ②Seni-Shrine, ③Aidono-Shrine, ④Tenman-Shrine, 

⑤Ōkuninushi -Shrine, ⑥Oe-Shrine, ⑦Inari-Shrine. 

14 
Keigai 

Sessha 

Chuo-ku, Osaka Kokumati: Ikasuri-Shrine Karimiya-deity:  

①Toyoiwamado-no-ksmi, ②Kushiiwamato-no-ksmi, ③Oosumi-no-miya 

15 
Keigai 

Massha 

The enshrined deity of Naniwa-Shrine in Naniwanishi, Naniwa-ku, Osaka-shi 

is Ikasuri-Okmi and Sarutahiko Okami. 

16 Torii 

Big-torii is two engines. In other words, front torii is triple myōjin torii, and 

back torii is myōjin family torii. The height of Big-torii is a maximum of 

5.94m. 

17 Tourou 
Tourou 13 are (ceramics tourou eight include it). The height of big-tourou is a 

maximum of 4.42m. 

18 Other 

For October 19, 2011, katura Bunzi (first generation) founded "Yose". Stone 

monument honoring the anniversary of "the land of Kamigata-Rakugo-Yose 

originated" is erected in Keidai of Ikasuri-Shrine, unveiling ceremony was 

held. Hudasho is the way 49th of "shinbu-tsureijou." Junpai (the Osaka 

eighth). Shinmon is white heron (Shirasagi). 

19 
How to 

Read 

The official reading of Ikasuri-Shrine is read generally with "Zama-Shrine" in 

"Ikasuri-Shrine" and is a popular name of "Zama-San" in the hometown. 

20 
Shrine 

Agency 

There is "jinjacho-osaka" in Keidai of Ikasuri-Shrine, and a building of 

jinjacho serves as Shamusho of Ikasuri-Shrine. Jinjacho (shrine Agency) are 

living in our shrine office building. 

 

3-3.坐摩神社の韓文由来と現在   

진구황후가 신라로부터 귀환했을때, 요도가와 남쪽의 큰강 유역인 타미노섬,  훗날의 와타나베의 땅(현재 

텐만바시의 서쪽돌마을(코쿠마찌) 부근)에 봉헌된 것으로부터 시작되었다. 헤이안 시대의「연희식」에는 셋츠국 

니시나리군(이시나리 고오리)의 유일한 큰 절이었다고 기록되어 있으며 산토신으로 오늘날에 이르고있다. 

또한 61 대 스자쿠천황(스자쿠 239-952)의 시대, 텐케이 2(939)년이래 기원한 11 신사에 나열되었고 이후 

종종'기우제'의기원과·봉헌을 받았다. 

텐쇼 10(1582)년도요토미 히데요시의 오사카성 축성에 있어 땅의 헌납을 명령받아 칸에이 재위기간(1624 

-1643) 년중에 현재의 장소로 옮겨졌다. 현재 자리잡고 있는 지명을 와타나베라고 칭하는것도 원래 지명이 

옮겨진것으로, 전국의 와타나베성의 발상지이기도하다. 옛날 사지로 전해지고 있는 이시마치에는 현재도 

신사의 행궁이 자리하고있다. 

1871 년 (메이지 4 년)에 후사에 열거되었고, 1936 년(쇼와 11 년)에는 칸페이 츄샤로 승격되어 칸페이샤에 
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어울리는 새로운 신전이 축조되었다. 1936 년신전을 본떠서 재건된 철근 콘크리트 구조로, 1945 년 (쇼와 

20 년)의 제 1 차 오사카 공습으로 소실되었다. 현재의 신전은 1960 년(쇼와 35 년)의 모습이다. 경내에는 이나리 

신사, 도자기신사, 섬유신사 상전 (아이도노) 신사, 텐마신사, 대국주(오오쿠이 누시) 신사, 대강신사, 이나리 

신사등을 모시고 있다.  (신사유래약기참조) 

 

表 3-3.大阪市中央区、坐摩（ｲｶｽﾘ）神社の韓文詳細資料 

1 주제신 
①이쿠이, ②후쿠이신, ③시나가이신, ④하히키신, ⑤하수이신 총칭해서 이카수리 

신이라고 한다。 

2 신사창건 

진구황후의 창건。제신의 ５기둥의 신은, 『고고슈이』등에 따르면 진무천황이 타카 

미무스비신・천조대신의 신력을 받아 궁중에 모신것이 기원이 되어, 진기칸 서원에서 

이카스리노 미칸나기에 의해 모셔져 있다。 

3 권청신 
덴쇼 10（1582）년 도요코미 히데요시의 오사카 축성때 땅의 헌납을 명 받아, 칸에이 

기간중（1624-1643）지금 장소에 모셔졌다 

4 제  신 주거수호의 신, 여행 안전의 신, 순산수호의 신。 

5 사격 등 사격증식내사（대）, 셋츠국 이키노미아, 구칸페이츄샤, 신문은「시라사기」。 

6 열제 등 
①열제(헌화제：4 월 22 일), ②하기대제（7 월 22 일), ③추기대제（1 월 22 일), 

④진혼제（2 월절분), ⑤카케토리제（12 월 2 일), ⑥오오하라에시키。  

7 궁  사 와타나메 코우이치(오사카후 신사청 부청장) 

8 진좌지 오사카후 중앙구 규타로마치 4 쵸 오타마베 3 호  표고：16ｍ 

9 교통수단 오사카 시영 지하털「모토마치역」-15 번 출구 남쪽 바로 

10 위  치 북위 34 도 40 분 51 초/동경 135 도 29 분 55 초 

11 전  화 TEL06-6251-4792 FAX06-6251-4425 www.ikasuri.or.jp 

12 사  전 본전양식：이리모야 축조, 배전양식：평입배전 

13 경내말사 
①도자기신사-주위 도자기야의 수호신,  ②섬유신사-주변 섬유 가게의 수호신 

③아이도노 신사,  ④텐만신사,  ⑤대국주신사,  ⑥대강신사,  ⑦이나리신사 

14 경외섭사 
오사카시 중앙구 코쿠마치：이카수리 신사 행궁-제신：      

①코요이마와도）신, ②쿠시이와마도신、③오오수미 신사 

15 경내말사 
오사카시 나니와구 나니와 서쪽：나니외 신사-제신： 

①이카수리 대신,  ②사루타히코코우 신사 

16 도리이 
큰 도리이는 ２기(정면 도리이는 미츠도리이와 배면도리이는 명신게 도리이)。 

높이는 최고 5.94ｍ。 

17 등  룡 등룡은 １３기（도자기 등룡은 ８기 포함）。높이는 최고 4.42ｍ。 

18 기  타 

평성23（2011）년10월19일, 카츠라 분지（초대）가 요새를 연 고사에 따라, 이카수리 

신사 경네에「상방라크고 요새 발상의 장소」의 켄쇼 기념석탑이 건립되어, 제막식이 

행해졌다。예배당등：신불영장순배의 길 49 번（오사카 8 번）。 

19 
읽는법･ 

신사청 

정식명칭「이카스리 신사」, 일반「쟈마신사」라고도 읽음,그 지역에서는 「냐마상」 

으로  통칭。경내에 오사카후 신사청이 있고, 신사청은  등사의  빌딩이 신사무실로 

쓰임。 



11 
 

 

3-4.坐摩神社の中文由来と現在 

开端为神功皇后从新罗返回时、被奉祀于淀川南岸的大江之岸・田簑岛、即后来的渡边之地（现在的天满

桥之西边的石町附近）。在平安时代的“延喜式”中被记载为是摄津国西成郡的唯一的大社、作为产土神而至

今。而且、在第 61 代天皇朱雀天皇(923-952 年)年代、天庆 2(939)年以来、被列于祈愿 11 社中、之后屡次

被用于祈雨的祈请、神前献币。 

天正 10 (1582)年、在丰臣秀吉筑大坂城时被命令交换土地、于宽永年间(1624-1643 年)迁座于现在之地。

现在的神社坐落之地名被称为渡边、是由原地名而来、亦是全国渡边、渡部等姓氏的发祥地。据传是原社地的

石町、现在亦有此神社的行宫(御旅所）。 

明治 41(871)年的被列于府社、昭和 11(1936)年的升格为官币中社、并兴建了与官币社相称的新神殿。

该神殿是模仿 1936 年的神殿而重建的钢筋水泥建筑、于昭和 20(1945)年的第一次大阪大空袭中被烧毁。现在

的神殿是昭和 35(1960)年的外观。境内有稻荷神社陶器神社、纤维神社、相殿神社、天满神社、大国主神社、

大江神社、稻荷神社等。（参阅神社由来略记） 

 

表 3-4.大阪市中央区坐摩神社的日文详细资料 
1 主祭神 将①生井神、②福井神、③纲长井神、④波比祇神、⑤阿须波神总称为坐摩神。 

2 神社创建 
由神功皇后创建。据《古语拾遗》等所述、5 尊祭神的起源为神武天皇受高皇产灵神、

天照大神的神勅而在宫中祭祀两神、而后在神祇宫西院由坐摩巫祭祀。 

3 劝请神 
天正 10 年（1582 年）、在丰臣秀吉筑大坂城时被命令交换土地、于宽永年间（1624-1643

年）迁座于现在之地。 

4 祭 神 住居守护之神、旅行安全之神、安产守护之神。 

5 神社等级 为式内社(大）、摄津国一宫为原官币中社、神纹为“白鹭”。 

6 定期祭祀等 
①定期祭祀(献花祭：4 月 22 日）、②夏季大祭(7 月 22 日）、③秋季大祭(10 月 22 日）、

④镇魂祭(2 月立春前日当天）；⑤悬鸟祭(12 月 2 日）；⑥大祓式。  

7 宮 司 渡边 纮一(大阪府神社厅副厅长) 

8 供奉地 大阪市中央区久太郎町四丁目渡边 3 号  

9 交  通 大阪市营地铁“本町”站 15 号出口向南既是(旧伊藤忠商事与南御堂的后面） 

10 位  置 北纬 34 度 40 分 51 秒、东经 135 度 29 分 55 秒。 

11 标  高 16 米 

12 电  话 电话：06-6251-4792；传真：06-6251-4425；网页：www.ikasuri.or.jp。 

13 神  殿 正殿样式：歇山顶；拜殿样式：平入(门开在正面墙)拜殿。 

14 境内末社 
①陶器神社-周边陶器批发店的守护神；②纤维神社-周边纤维批发店的守护神； 

③相殿神社；④天满神社；⑤大国主神社；⑥大江神社；⑦稻荷神社。 

15 境外摄社 大阪市中央区石町：坐摩神社行宫。祀神：①丰盘间户神；②奇盘间户神；③大隅宫。

16 境外末社 大阪市浪速区浪速西：浪速神社。祭神：①坐摩大神；②猿田彦大神。 

17 鸟  居 大鸟居有两座(正面鸟居为三鸟居、背面鸟居为明神系鸟居)、最高为 5.94 米。 

18 灯  笼 灯笼有 13 座(包括 8 座陶器灯笼）、最高为 4.42 米。 

19 其  他 平成 23 年(2011 年)10 月 19 日、根据桂文治(第一代)开设曲艺场的故事、在坐摩神社
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境内建立了“上方落语曲艺场发祥之地”彰显记念石碑、并举行了揭幕仪式。 

名刹等：神佛灵场巡拜之道 49 番(大阪 8 番）。 

20 神社厅 
正式读法为“Ikasurijinjya”、一般亦称“Zamajinjya”、当地通称“Zamasan”。 

境内有大阪府神社厅、神社厅在本公司的公司事务办公室大楼同居,有。 

 

4.坐摩神社の社殿と末社 

4-1.坐摩神社の本殿  

本殿（ﾎﾝﾃﾞﾝ）は、神霊を宿した神体を安置する社殿のことで神殿（ｼﾝﾃﾞﾝ）ともいう。本殿は人が内部に入ることを

想定していないため、拝殿より小さいことが多い。内部には神体（鏡など）がおさめられる。内陣と外陣に分かれてい

る場合は内陣に神体が納められ、外陣は献饌・奉幣の場として使われる。写真4-1は坐摩神社の由来と石碑である。

写真 4-2 は坐摩神社の社殿の正面と内部である。 

拝殿（ﾊｲﾃﾞﾝ）は、祭祀・拝礼を行なうための社殿で、祭祀の時に神職などが着座するところでもあり、吹き抜けとさ

れる場合が多い。通常、神社を訪れた際に見るのはこの拝殿で、一般の参拝は拝殿の手前で拍手を打って行なうの

である。 

 

 
写真 4-1.坐摩神社の由来と石碑 写真 4-2.坐摩神社の社殿の正面と内部 

 

幣殿（ﾍｲﾃﾞﾝ）は、祭儀を行い、幣帛を奉る社殿である。本殿と拝殿との間に位置し、両者をつなぐような構造にな

っているのが特徴で、中殿ともいう。幣殿が独立していることもある。また、拝殿と一体になっている幣殿もある。幣殿

がない神社もある。神社建築（本殿）の特徴として①.屋根に妻を持つこと、②床を高く張ること、③瓦を用いないこと、

④土壁を用いないこと、⑤装飾の質素なことであることが指摘される。（http://ja.wikipedia.org）。 

本殿の建築様式の大分類は、平入（ﾋﾗｲﾘ）形式、妻入（ﾂﾏｲﾘ）形式と複合社殿形式である。平入（ﾋﾗｲﾘ）形式の中

分類は、神明（ｼﾝﾒｲ）造、流造（ﾅｶﾞﾚﾂﾞｸﾘ）と入母屋（ｲﾘ

ﾓﾔ）造である。妻入形式の中分類は春日（ｶｽｶﾞ）造のみ

である。複合社殿形式の中分類は権現（ｺﾞﾝｹﾞﾝ）造、浅

間(ｾﾝｹﾞﾝ)造、尾張(ｵﾜﾘ)造と水分(ｽｲﾌﾞﾝ)造の 4 造りで

ある。 

流造の小分類は、両流(ﾘｮｳﾅｶﾞﾚ）造、八幡（(ﾊﾁﾏﾝ)造、

穂高（ﾎﾀｶ）造、香椎（ｶｼｲ）造、織田(ｵﾀﾞ)造と近江造の６

造りである。入母屋造の小分類は、日吉(ﾋｴ)造、吉備津(ｷﾋﾞﾂ)造と祇園(ｷﾞｵﾝ)造の３造りである。春日（ｶｽｶﾞ）造の小

分類は熊野造、大社（ﾀｲｼｬ）造、住吉（ｽﾐﾖｼ）造、大鳥(ｵｵﾄﾘ)造、隠岐(ｵｷ)造、中山(ﾅｶﾔﾏ)造、切妻（ｷﾘﾂﾞﾏ）造と入

母屋造の８造りである。拝殿の建築様式は、平入拝殿、妻入拝殿、割拝殿(ﾜﾘﾊｲﾃﾞﾝ)と特異な拝殿の４様式である。

 

写真 4-3.坐摩神社社殿の側面（鰹木） 
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写真 4-3 は坐摩神社社殿の側面（鰹木）である。 

 

 

表 4-1.坐摩神社社殿の規模 図 4-1.坐摩神社社殿の規模 図 4-2.坐摩神社社殿の面積 

 

図 4-1 は坐摩神社社殿の規模である。社殿の高さでは、 大値は本殿（18.29m）、平均値は 16.55ｍ、 小値は社

殿（15.37ｍ）。社殿の間口では、 大値は本殿（16.45m）、平均値は 12.50ｍ、 小値は拝殿（9.61ｍ）。 

社殿の奥行きでは、 大値は社殿（9.93m）、平均値は 8.43ｍ、 小値は拝殿（6.38ｍ）。社殿の面積は、 大値は

本殿でからなり（147.56m2 ）で、平均値は 112.21ｍ2 および 小値は拝殿（62.27ｍ2）である（図 4-2）。 

 

4-2.坐摩神社の末社 

4-2-1.火防陶器神社 

御祭神は、大陶祗（ｵｵｽｴﾂﾁ）神と迦具突智（ｶｸﾞﾂﾁ）神である。火防（ﾋﾌﾞｾ）陶器神社の起源は明暦年間（1655～

1657）で、創建は明治 06（1873）年である。信濃橋（現在の西区靭本町 1 丁目）の石灰商・山田喜六の邸内に火災の

難を除かせ給う愛宕山将軍地蔵が祀られたのが始まりで、夏の地蔵会（7 月 23・24 日）に通りをはさんだ南側の空地

に小屋を設けて祀ると、多くの参詣者が訪れた。写真 4-4 は坐摩神社にある陶器神社の由来文、社殿、偏額と本

殿である。 

 

 
写真 4-4.坐摩神社にある陶器神社の由来文、社殿、偏額と本殿 

 

延宝年間（1673～1681）には、近隣の西横堀に陶器商が軒を並べ瀬戸物町が形成され、火防の利益のため陶器

商の信仰を集めた所であった。陶器商らが安売りを始め、陶器造りの人形が奉納され、瀬戸物町の地蔵会として賑

わった。明治 0５（1872）年には、神仏分離の混乱のため地蔵会は中止を迫られた。が、当時の大阪府知事渡辺昇氏

らの努力により、明治 0６（1873）年には、新たに火防陶器神社が創建された。地蔵会は、陶器祭に変更して継承され
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た。 

 

    

写真 4-5.陶器神社の天井と壁面の陶器 写真 4-6.陶器人形劇場の舞楽と陶器人形 

 

写真 4-5 は陶器神社の天井と壁面の陶器からなっている。写真 4-6 は陶器人形劇場の舞楽と陶器人形の舞台で

ある。明治 40 年（1907）に市内電車敷設により坐摩神社内に移転された。毎年、7 月 23 日にお祭りがある。 

これは、もともと大坂一盛んな地蔵盆で、陶器商人の「藏ざらえ市」で、武兵衛さんも行ったことがあったかもしれな

い。陶器神社は、座摩神社の境内の中にあり、稲荷神社と並んでいる。昔西長堀沿いの信濃橋などの瀬戸物町筋に

多くあった陶器商人が信仰した神社である。表 4-2 は坐摩神社末社の規模である。 

 

 

表 4-2.坐摩神社末社の規模 図 4-3.坐摩神社末社の規模 図 4-4.坐摩神社社殿の面積 

 

図 4-3 は坐摩神社末社の規模である。末社の高さでは、 大値は陶器神社（7.75m）、平均値は 5.41ｍ、 小

値は相殿神社（4.25ｍ）である。末社の間口では、 大値は稲荷神社（4.71m）、平均値は 2.30ｍおよび 小値は相

殿神社（1.10ｍ）である。 

末社の奥行きでは、 大値は陶器神社（6.63m）、平均値は 3.44ｍおよび 小値は相殿神社（2.02ｍ）である。

図 4-4 は坐摩神社社殿の面積である。末社の面積では、 大値は陶器神社（29.71m2）、平均値は 10.66ｍ2 および

小値は相殿神社（2.22ｍ2）である。 

 

4-2-2.稲荷神社 
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稲荷神社の祭神は、宇賀御魂（ウカノミタマ）であ

る。宇賀御魂は、古事記では宇迦之御魂神（ｳｶﾉﾐﾀ

ﾏﾉｶﾐ）、日本書紀では倉稲魂命（ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉﾐｺﾄ）と表

記する。「ウカ」名前は穀物の神（女神）とされた。伏

見稲荷大社では稲荷神として、伊勢神宮では御倉

神（ﾐｸﾗﾉｶﾐ）として祀られた。宇賀御魂は、素戔男

尊（スサノオ）が神大市比売（ｶﾑｵｵｲﾁﾋﾒ）との間に

生まれた。同母の兄に大年神（ｵｵﾄｼ）がいる。その

大年神は一年の収穫を表す年穀の神である。本社の社殿背後には、陶器神社・稲荷神社の２社が左右に並んで

いる（写真 4-7）。 

  

4-2-3.境内末社 

陶器神社では、参加者は色鮮やかな陶器の皿が取り付けられた天井を見上げ、興味津々な様子。それらは、「古

九谷」や「有田」など全国各地の焼き物の名工らが手がけ、寄贈された品々です。坐摩神社のすぐ西側には、かつて

多くの陶器商が集まって栄えた地域があり、同社は焼き物の神様としてあがめられています。そんな歴史がうかがえ

ますね。写真 4-8 は末社の大江神社、繊維神社、大国主神社、天満神社と相殿神社である。坐摩神社以外にも芸

能・文学にゆかりある船場の主な神社として渡辺宮司が挙げたのは、少彦名（ｽｸﾅﾋｺな）神社と御霊神社、難波神社

です。少彦名神社は薬の神を祭り、「神農（ｼﾝﾉｳ）さん」として親しまれる。また、御霊神社と難波神社も、かつて文楽

の興業の地があった歴史などを有している。 

 

 

写真 4-8.末社の大江神社、繊維神社、大国主神社、天満神社と相殿神社 

 

社殿横から境内右に並んだ神社は大江神社、繊維神社、大國主神社、天満神社と相殿神社である。他に陶器神

社と稲荷神社もある。写真 4-9 は大江神社と繊維神社の社殿である。写真 4-10 は 末社の正面廊下である。 

 

  

写真 4-9.大江神社と繊維神社の社殿 写真 4-10. 末社の５社の正面廊下 

 

写真 4-7.稲荷神社の社殿と本殿 
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◎大江神社 

祭神は、神功皇后、應神天皇、武内宿禰（ﾀｹｳﾁﾉｽｸﾈ：棟梁之臣・大臣）である。摂陽名所図会寛政 10（1798）年

には、「本社の傍らにあり。神功皇后を祭る」とある。“大江”とは旧社地名“大江岸”によるもので、旧社地にいう神功

皇后関連の伝承にもとづくものであろうが、坐摩神社の本来の祭神が神功皇后であったとする説もあり、何時の時代

化か末社に貶めたとも考えられる。 

 なお、神功皇后神社は摂社・『田蓑神社は西淀川区佃のことか？』とする資料もあるが（摂津名所図会、寛政 10

（1798）年刊）、今、田蓑社なる社は見当たらない。当社の一間流造の社殿は他末社の切妻造社殿に比べてやや大

きく、末社の中でも特別な社との印象をうける。 

◎繊維神社 

祭神は、天羽槌雄（アメノハヅチオ）と・天棚機姫（アメノタナバタヒメ）である。天羽槌雄とは古代の機織氏族・倭文

（シトリ）氏の遠祖・シドリ神で、天棚機姫とともに織物に関係する神である。繊維神社は、繊維問屋などに代表される

船場で、他所にはあまり見られない、ユニ－クな神社だと思われる。 

◎大国主神社 

摂陽名所図会大成にいう「事代主大国主二座相殿」が当社らしい。大國主神社(大國主,事代主,少彦名)。少彦名

（ｽｸﾅﾋｺﾅ）神社は御霊神社と難波神社にもあり、薬の神を祭り、「神農（ｼﾝﾉｳ）さん」として親しまれる。 

◎天満宮 

祭神：菅原道真 天満神社(菅原道眞)、 

◎相殿神社 

相殿神社は、①春日・②住吉・③大神受美・④猿田彦・⑤大宮比売・⑥多賀・⑦天御中主・⑧産霊・直比・⑨

諏訪・⑩事平・⑫大蔵を祀るとあるが、古資料になく真偽不明。いずれにしろ、境内に祀られていた末社群を集

めて祀った合社である。 

 

4-3.行宮（御旅所） 

行宮（ｱﾝｸﾞｳ）（御旅所）とは豊磐関戸（ﾄﾖｲﾜﾏﾄﾞ）・奇磐関戸（ｷｼｲﾜﾏﾄ）神社（大阪市中央区石町）である。当社の

創祀は神功（ｼﾞﾝｸﾞｳ）皇后（170-269 年）が、この地に坐摩（いかすり）神を奉祀されたのが始まりである。現在この地

は坐摩神社行宮と称し、本殿には門戸・玄関・窓を守り給う豊磐関戸神・奇磐関戸神の 2 神が奉斎され、拝殿には神

功皇后がご休息された鎮座石が今も残ります。石町という地名はこの鎮座石に由来します。 

 平安期（794 年-1185 年/1192 年頃）には熊野詣が盛んになり、京都から摂津・和泉を経て熊野本宮に至る熊野古

道沿いに熊野王子社が数多く設けられました。この地は淀川を船で下り、 初に参詣する第 1 王子とも呼ばれる渡辺

王子（熊野 99 王子の 1 番目）社（別名窪津王子・ｸﾎﾞﾂｵｳｼﾞ社）のもとの鎮座地ともいわれています。 

 ※熊野 99 王子とは、熊野権現の御子神だと考えられ、 盛期には 99 に近い数の王子があった。 各王子では、奉

幣（幣を奉る）と経供養（般若心経などを読む）などの儀式が行われ、里神楽や馴子舞、和歌会などの奉納が行なわ

れた。格式高い王子は五体王子（①窪津王子 ②坂口王子③郡戸王子④上野王子⑤阿倍王子）である。 

 

4-4.坐摩神社の神木、神紋と神花 

坐摩神社の御神紋は御神紋の白鷺（ｼﾗｻｷﾞ）は当社古来のもので、その由来は神功皇后が坐摩神の御数により、

白鷺の多く集まる場所に坐摩神を奉斎なさった由来である（神社由来略記）。坐摩神社の神花は御神紋（鷺丸）に因

み境内で栽培。夏祭りの頃から純白の可憐な花が咲き、その姿は翼を広げた白鷺を連想させられる。ゆえに、御神
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花であるｻｷﾞ草は 7 月中旬である（写真 4-11）。 

 

  

写真 4-11.坐摩神社の御神花（ｻｷﾞ草） 

 

5.坐摩神社の鳥居と写真 

写真 5-1.坐摩神社の三ツ鳥居である正面鳥居 写真 5-2.坐摩神社の西門の背面鳥居 

 

座摩神社の鳥居は、三ツ鳥居である正面鳥居と境内の西側にある背面鳥居の 2 基である。写真 5-1 は坐摩神社

の三ツ鳥居の外部と内部(東門)の正面鳥居である。写真 5-2 は坐摩神社の西門の外部と内部の背面鳥居である。座

摩神社における２基鳥居の計測値は、表 5-1 の通りである。 

 

表 5-1.坐摩神社の鳥居の計測値（ｍ） 

 

 

柱間距離では、 大値は正面鳥居（4.12m）と 小値は正面鳥居（2.29ｍ）で、差は 1.83ｍである。貫上の高さは、

大値は正面鳥居（4.64m）と 小値は正面鳥居（2.84ｍ）で、差は 1.80ｍである。笠木上の高さは、 大値は正面鳥

居（5.71m）と 小値は正面鳥居（4.31ｍ）で、差は 1.40ｍである。反増しの高さは、 大値は正面鳥居（5.94m）と 小

値は正面鳥居（4.56ｍで、差は 1.38ｍである。 

表 5-1 は座摩神社鳥居の柱間距離と笠木高さとの関係図のデータである。図 5-1 は座摩・難波神社、鳥居の笠木

の高さである。座摩神社と難波神社には、それぞれ２基と 5 基の鳥居があり、測量値をを比較した。Ｘ表示は笠木上
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で、▲表示は笠木下のデータである。座摩神社との難波神社の７基鳥居の柱間距離と笠木の高さの関係を究明する

ため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の直線回帰方程式を与えられる。ここで、X は柱間距離で、Y は笠木

の高さ、決定係数は R2 である。 

 

Y(笠木上の高さＸ) = 1.093(柱間距離) +1.291  ……決定係数(R2 =0.952) …測量値……(5-1) 

Y(笠木下の高さ▲) =1.255(柱間距離) +0.150  ……決定係数(R2 =0.994) …測量値……(5-2) 

 

笠木上と笠木下の勾配は、1.093 と 1.255 で、その差は 0.163 である。笠木上の勾配は笠木下より大である。笠木上

の決定係数(0.952は笠木下(0.994)より大で、その差は0.042である。ゆえに、勾配と決定係数では、笠木上の値は笠

木下より小さいことが判明した。 

 

図 5-1. 座摩・難波神社、鳥居の笠木の高さ 図 5-2. 座摩神社・難波神社、鳥居の貫の高さ 

 

図 5-2 は座摩神社と難波神社鳥居の柱間距離と貫高さとの関係図のデータである。■表示は貫上で、◆表示は

貫下点のデータである。座摩神社 2 基と難波神社５基鳥居の柱間距離と貫の高さの関係を究明するため考察方法と

して、次のような 2 変数（X と Y）の直線回帰方程式を与えられる。ここで、X は柱間距離で、Y は貫の高さ、決定係数

は R2 である。 

 

Y(貫上の高さ■) =1.149(柱間距離) +0.037  ……決定係数(R2 =0.997) …測量値……(5-3) 

Y(貫下の高さ◆) = 1.012(柱間距離) +0.168  ……決定係数(R2 =0.992) …測量値……(5-4) 

 

貫上と貫下の勾配は、1.149 と 1.012 で、その差は 0.137 である。貫上の勾配は貫下より大である。貫上の決定係数

(0.997)は貫下（0.992）で、その差は 0.005 である。ゆえに、勾配と決定係数では、笠木と同様に、貫上の値は貫下より

大きいことが判明した。 

6.坐摩神社の石灯籠と写真 

 

写真 6-1 は正面門外の灯籠で、写真 6-2 は背面門外の灯籠である。ここでは、神社門野付近にある素晴し

い灯籠である。写真 6-3 から 7 までの写真は陶器神社付近にある。写真 6-3 は陶器人形小屋灯籠で、写真 6-4 は陶

背

面 

正

面 

背

面

正

面 
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器神社前の灯籠で、写真 6-5 は稲荷神社前である。写真 6-6 は陶器神社北側の灯籠で、写真 6-7 は陶器神社より 北側

の灯籠である。 

 

  
写真 6-1.正面門外の灯籠 写真 6-2.背面門外の灯籠 

 

  
写真 6-3.陶器人形小屋灯籠 写真 6-4.陶器神社前の灯籠 写真 6-5.稲荷神社前

 

   

写真 6-6 .陶器神社北側の灯籠 写真 6-7. 陶器神社より 北側の灯籠 

 

表 6-1.坐摩神社の陶器灯籠と石燈籠の計測値（m） 
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表 6-1 は坐摩神社の陶器灯籠と石灯籠の計測値で、8 基である。最大値は 4.42ｍ、平均は 2.62m と最小値

は 1.57ｍである。図 6-1 は坐摩神社の陶器灯籠と石灯籠である。坐摩神社において入口の石灯籠は、1.76

ｍ、3.25 と 4.42ｍにの分類できる。一方、陶器灯籠は非常に美しく素晴しい芸術品で、高さ 1.57-2.00m の

範囲である。図 6-2 は坐摩神社の灯籠の回帰方程式である。座摩神社の 9 基灯籠の傾向を究明するため考察

方法として、次のような 2 変数（X と Y）の 3 次回帰方程式を与えられる。ここで、X は灯籠で、Y は灯籠の高さ、決定

係数は R2 である。Y(灯籠の高さ) =0.003X3-0.036 X2 +0.175 X +1.429 …決定係数(R2 =0.951) の傾向が見られる。 

 

図 6-1.坐摩神社の陶器灯籠と石灯籠 図 6-2.坐摩神社の灯籠の回帰方程式 

 

7.おわりに 

7-1.坐摩神社の経緯度の考察 

 

図 7-1.大阪市中央区に近い神社の経緯度 図 7-2. 大阪市中央区に近い神社の経緯度 

 

図 7-1 は大阪市中央区に近い神社の経緯度で、北緯が 3 段階に分類できる。すなわち、34 度 38 分の第 1 グルー

プ、34 度 40 分の第 2 グループと 34 度 41 分の第 3 グループである。坐摩神社（34 度 41 分）と同じ北緯にある

神社は、春日大社・御霊神社・西淀川区の五社神社と福住吉神社である。一方、枚岡神社と難波神社の北緯

は 34 度 40 分で少し南がわにある。安部王子神社はさらに右にある。図 7-2 は大阪市中央区に近い神社の経
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緯度である。坐摩神社（東経 135 度 30 分と北緯 30 度 41 分を中心に東北方面と西北方面に鎮座している中心的な

神社であることが判明できる。 

 

 7-2.坐摩神社と関わり深い神功皇后の陵墓 

①所在地：大阪府藤井寺市藤井寺四丁目 

②形状：前方後円墳  

③規模：墳丘長 242m（古市古墳群中 3 番目）、後円部の頂高は 55m、 

④築造年代：５世紀後半 

⑤史跡指定：宮内庁治定「惠我藻伏崗陵」 

水の張った周濠には、毎年冬になるとマガモが飛来することでも有名。 

写真 7-2.宮内庁の陵墓札舎 写真 7-3.仲哀天皇陵墓の円濠 写真 7-4.仲哀天皇陵墓の鳥居 

 

写真 7-1 は仲哀天皇陵石碑で、写真 7-2 は宮内庁の陵墓札舎で、写真 7-3 は仲哀天皇陵墓の円濠

および写真 7-4 は仲哀天皇陵墓の鳥居である。 

 

◎第 14 代仲哀天皇の皇后である神功皇后の陵墓 

①所在地：奈良市山陵町字宮ノ谷 

②形状：前方後円墳  

③規模：主全長２７３ｍ後円部径１９６ｍ、後円部高さ２３ｍ、前方部幅１６８ｍ、前方部高さ２７ｍ 

④築造年代：４世紀末～５世紀初め 

⑤陵名：狭城盾列池上陵(ｻｷﾉﾀﾀﾅﾐﾉｲｹﾉｳｴﾉﾐｻｻｷﾞ) 

【備考】周囲に濠を巡らす 

 

写真 7-5.神功皇后陵墓の鳥居 写真 7-6.皇后陵墓の石標 写真 7-7.皇后陵墓の遥拝所 

写真 7-1.仲哀天皇陵石碑 
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写真 7-5 は神功皇后陵墓の鳥居 で、写真 7-6 は皇后陵墓の石標で、写真 7-7 は皇后陵墓の遥拝所

である。 

 

7-3.黎明期・古墳時代の天皇陵墓 

7-3a.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の経緯度 

 

表図 7-1.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の北緯 

 

表図 7-1 は古墳時代の天の北緯である。左図

は歴代天皇の順であり、右図は北緯の順である。

北緯 34 度 32 分の皇陵墓は、22 代清寧天皇陵

墓出、 南端である。北緯 34 度 33 分の皇陵墓は、

10 代崇・12 代景行・15 代応神・16 代仁徳・17 代

履中・23 代顯宗・24 代仁賢・25 代武烈の 8 天皇

である。北緯 34 度 34 分の皇陵墓は、14 代仲哀・

18 代反正・19 代允恭・21 代雄略・21 代雄略の 5

天皇である。それから 11 代垂仁、20 代安康、13

代成務、14 神功と 26 繼體で、 北端あであること

が確認された。 

図表 7-2 は黎明期・古墳時代、天皇陵墓のの関係図である。ここでは、古墳時代、天皇陵墓の北緯と東経と

の関係を考察した。すなわち、18 代反正天皇の東経 135 度 28 分は、17 代履中天皇より大きく、16 代仁徳天皇と

18 代反正天皇と同じである。一方、14 代仲哀天皇、21 代雄略天皇、24 代仁賢天皇、15 代応神天皇、19 代允恭天

皇、22 代清寧天皇の東経とは小さい。 

 

7-3ｂ.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の標高 

図表 7-3 は古墳時代の天皇陵墓の標高図である。黎明期・古墳時代の天皇陵墓の標高は 高値には 12 代

景行天皇陵 99ｍから 低値には 21 代雄略天皇陵 28ｍの範囲にある。標高 90ｍ代では、12 代景行 99ｍ(1 位)と

20 代安康 94ｍ(2 位)である。標高 80ｍ代では、13 代成務 88ｍ(3 位)と 14 代神功 88ｍ(4 位)である。標高 60ｍ代で

は、10 代 崇神 69ｍ(5 位)、11 代垂仁 67ｍ(6 位)と 25 代武烈 67ｍ(7 位)である。標高 50ｍ代では、15 代応神 56ｍ

(8 位)と 23 代顯宗 53ｍ(9 位)である。標高 40ｍ代では、26 代繼體 45ｍ(10 位)、16 代仁徳 44ｍ(11 位)、18 代反正

図表 7-2.黎明期・古墳時代、天皇陵墓のの関係 
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44ｍ(12 位)と 22 代清寧 43ｍである。標高 30ｍ代では、19 代允恭 39ｍ、24 代仁賢 38ｍ、17 代履中 37ｍ、14 代仲

哀 35ｍと 21 代雄略 30ｍである。 

 

 

ここでは 18 代反正天皇陵の標高は 44ｍで 7 位であることが判明できた(図表 7-3。古墳時代の 14 の天皇陵墓の

標高において、応神天皇陵は４位であることが明白に判明できた。古墳時代の天皇陵墓と標高との関係を究明

するため考察方法として、2 変数（X と Y）の 2 次方程式の回帰分析によってを与えられると傾向が明確になる。2 次方

程式は、標高＝標高＝0.198Ｘ2-7.82Ｘ +108.47 であり、決定係数は、Ｒ2＝0.979 である。 

 

7-3ｃ.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の陵高 

 

図表 7-4. 黎明期と古墳時代、天皇陵墓の陵高（ｍ） 

 

図表 7-3 は黎明期と古墳時代、天皇陵墓の陵高である。古墳時代、天皇陵墓の陵高を考察した。すなわち、

15 代応神天皇 36ｍで 1 位、16 代仁徳天皇 33ｍで 2 位、3 位は 14 代神功皇后 27m で、４位は 17 代履中天皇 25m

である。５から 7 位は 23m で⑤10 代崇神・⑥12 代景行・⑦19 代允恭天皇である。8 から 10 位は 20ｍで⑧14 代仲哀・

⑨と⑩１０の 21 代雄略天皇である。天皇陵墓の陵高 19ｍ以下のは、⑪13 代成務 19m、⑫11 代垂仁 17m、⑬18 代

反正 14m と⑭24 代仁賢天皇 13m である（図表 7-4）。古墳時代の 6 代天皇と陵高さとの関係を究明するため考察方

法として、2 変数（X と Y）の 2 次回帰方程式（陵高＝0.073-0.196Ｘ2-2.558Ｘ+36.26：決定係数は、Ｒ2＝0.928）を与え

図表 7-3.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の標高（ｍ） 
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られると傾向が明確になる。古墳時代の６の天皇陵墓の陵高において、3 位は 14 代神功皇后 27m であることが

明白に判明できた。 

 

7-3ｄ. 黎明期・古墳時代の天皇陵墓の全長 

図表 7-5. 黎明期・古墳時代の陵墓の全長（ｍ） 

 

図表 7-5 は黎明期・古墳時代の陵墓の全長である。陵墓全長の 長 16 代仁徳 486m と 25 代武烈 486m デア

ル。３位は 15 代応神 425m、４位は 17 代履中 365m、５位は 21 代雄略 335m と６位は 12 代景行 310m である。６位ま

での陵墓全長は 300ｍ以上である。200ｍから 300m 間の陵墓全長は、⑦14 代神功 275m、⑧20 代安康 249m、⑨

10 代崇神 242m、⑩14 代仲哀 242m、⑪19 代允恭228m、⑫11 代垂仁 227m、⑬26 代繼體227m と⑭13 代成務 219m

である。100ｍから 200m 間の陵墓全長は、⑮24 代仁賢 175m、⑯18 代反正 148m、⑰23 代顯宗 114m と⑱22 代清

寧 112m である。１９位の陵墓全長は⑲21 代雄略 76m である(図表 7-5)。黎明期・古墳時代の天皇陵墓と全長との

関係を究明するため考察方法として、2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式（全長＝0.63X2-32.83Ｘ+506.39：決定係数

は、Ｒ2＝0.949））を与えられると傾向が明確になる。黎明期・古墳時代の 10 の天皇陵墓の全長において、14 代神

功皇后陵は 7 位であることが明白に判明できた。 
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別図 1.坐摩神社の平面図 

別図 1.大阪市中央区、坐摩神社の平面図 

 

別表１.大阪市中央区、坐摩神社の年代順の内容 

和歴 西暦 坐摩神社の年代順の内容 

2600 年前に坐摩神社は創建されていると言われる。 

仲哀 
192 

-200 

第 1４代仲哀天皇（在位：192～200）、②異称：足仲彦尊と帯中津日子命。③父：日本武尊。

④母：両道入姫命。⑤配偶者：皇后は気長足姫尊(神功皇后)、父：息長宿禰。母：葛城高顙

媛。子：応神天皇・品夜和気命。妃：大中姫の父：彦人大兄。母：不詳。子：香坂王〔麛坂〕・忍

熊王。妃：弟媛の父：来熊田造大酒主。母：不詳。子：誉屋別皇子。⑦皇居：角鹿笥飯宮・穴

門豊浦宮・橿日宮。 

仲哀～ 

神功 

192 

-200 

神功皇后（在位：200～270）㊛、仲哀天皇の皇后。姫嶋では新羅皇子である「天日矛」の妻

である阿迦留姫（あかるひめ）との伝説がある。花川・御幣島・佃には、三韓出征および凱旋

時の伝説。神功皇后は大三輪（おおみわ）の神に剣と矛を奉り、諸国に命令して兵と船を集
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め筑紫（ちくし）で兵を整えた。皇后は男装し神に戦勝を祈って船団を組み、住吉大神（大阪

市住吉区住吉）の荒御魂（あらみたま）を召して先鋒とした。 

神功元 
200 

-270 

天皇の 急死（仲哀 9 年、西暦 200 年）後、住吉大神の神託により、お腹に子供（のちの応神

天皇）を宿したまま海を渡った。その時、神功皇后は何もしないのに、海の魚たちは船団を背

負って運び、順風が吹き、浪は新羅の半ばまで押しあがり、朝鮮半島に上陸して新羅の国を

攻めた。すなわち、新羅征討である。景初 239 年。邪馬台国女王の卑弥呼。魏に遺使。女王

卑弥呼は大夫難升米らを遣わし、魏に入貢した。明帝は卑弥呼に金印紫綬を授け、さらに銅

鏡 100 枚（面）を下賜品として与えたという。この「卑弥呼の鏡」が現在三角縁神獣鏡(さんかく

ぶちしんじゅうきょう)呼ばれている。 

神功 201 応神天皇が生年。 

神功 204 

百済、新羅の腰車城を攻撃する。 

百済第 6 代仇首王（214-234）の死去により、第 7 代の幼少の沙伴王（234）が即位するが、第

8 代古屋爾王（234-286）が王位に就く。 

神功 215 ロ－マ帝国、全住民に市民権を賦与。 

神功 238 220-280、中国、三国時代。 

神功 238 魏、帯方郡を支配。 

神功 239 
邪馬台国の女王卑弥呼、帯方郡の遺使。また、魏都に使臣を派遣。魏の明帝、卑弥

呼を親魏倭王に封じ金印紫綬を授く。 

神功 243 卑弥呼、魏王に物を贈る。 

神功 246 百済、第 8 代古屋爾王が左将真忠を遣わし楽浪郡を攻撃。 

神功 247 倭女王卑弥呼､狗奴国王卑弓呼と争う。 

神功 260 百済、6 佐平や 16 官職制度を定める。 

神功 262 百済、官使不正の罰則を定める、律令頒布。 

応神元 270 応神天皇（270-310）が即位。 

天正 10 1582 

106 代正規町天皇（1557-1586）、豊臣秀吉の大坂築城に当たり替地を命ぜられ、寛永年間

（1624-1643）現在地に遷座。現在の鎮座地名を渡辺と称するのも、元の地名が移されたもの

で、全国の渡辺・渡部等の姓の発祥の地でもある。旧社地と伝えられる石町には現在も当社

の行宮（御旅所）が鎮座されていた。 

天正 11 1583 

当社は大阪では も古い由緒ある神社である。豊臣秀吉による大坂城築城の際に、移転、

行宮となる西横堀川に近い現在地（渡辺町）に遷座した。本町通にも近く、物売りや見せ物

が門前に集まった。特に古着屋は名高く、上方落語にも「古手買」「壺算」などで登場する。ま

た初代桂文治が始めて、寄席を開いた。船場が「繊維の町」として発展し、また西横堀川にあ

った陶器問屋の信仰が、神社末社の陶器神社になった。 

寛永元 
1624 

-1643 

108代水尾天皇（1611-1629）と109代水尾天皇（1629-1643）、現在地に遷座され。現在の鎮

座地名を渡辺と称するのも、元の地名が移されたもので、全国の渡辺・渡部の姓の発祥の地

でもある。旧社地と伝えられる石町には現在も当社の行宮（御旅所）が鎮座。 

明暦元 
1655 

-1657 

111 代後西天皇（1655-1663）、火防陶器神社の起源にさかのぼる。信濃町（現在の西区絹

本町 1 丁目付近）の石灰商・山田喜六の邸内に火災の難を除かせ給う愛宕山将軍地蔵が祀
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られ、夏の地蔵会（7 月 23・24 日）に通りをはさんだ南側の空地に小屋を設けて祀ったところ、

多くの参詣者が訪れたという。 

延宝元 
1673 

-1681 

112 代霊元天皇（1663-1687）、近隣の西横堀に陶器商が軒を並べ瀬戸物町が形成され、火

防のご利益著しいことから特に陶器商の信仰を集める所。 

明治元 1868 
122 代明治天皇（1867-1912）、明治天皇大阪行幸の際には当社に御親拝なされ、相撲を天

覧されました。 

明治 05 1872 神仏分離混乱のため地蔵会は中止迫られた。府社に昇格。 

明治 06 1873 
当時の大阪府知事渡辺昇氏らの努力により火防陶器神社は創建。地蔵会は陶器祭と名を変

えて継承された。当初は地蔵会が行われていた空地の北側に建立。火防陶器神社は創建。

明治 11 1878 官幣中社に昇格した。 

明治 40 1907 

都市計画によってその敷地に市電が完成。陶器神社は電車敷設により坐摩神社内に移転さ

れた。毎年、7 月 23 日にお祭りがある。これはもともと大坂一盛んな地蔵盆で、陶器商人の

「藏ざらえ市」もあったそうなので、武兵衛さんも行ったことがあったかもしれない。 

明治 41 1908 
坐摩神社境内に移転された。陶器神社は、座摩神社の境内の中にあり、稲荷神社と並んで

いる。昔西長堀沿いの信濃町などの瀬戸物町筋に多くあった陶器商人が信仰した神社。 

昭和 05 1930 
124 代昭和天皇（1926-1989）、神社と氏子が渡辺津から移転してきたことで、江戸時代から

既に「北渡辺町」「南渡辺町」という町名になり、「渡辺町」となった。 

昭和 11 1936 官幣中社に昇格した際に官幣社にふさわしい新社殿が造営された。 

昭和 18 1943 年には戦局激しく、陶器人形の奉納が見送られ、 

昭和 20 1945 第一次大阪大空襲時に戦火により坐摩神社の社殿とともに悉く焼失した。 

昭和 25 1950 年まで陶器祭は中断を余儀なくされた。 

昭和 26 1951 

西横堀川の西側（現在の阿波座 1 丁目付近）に復興し、瀬戸物町の陶器商らの尽力により、

途絶えていた陶器人形の奉納、「せともの祭り」も再開した。その後、西横堀川に阪神高速道

路が建設される。 

昭和 34 1959 
現在の御社殿は鉄筋コンクリート埴で戦前の姿のままに復興された。官幣中社に列せられた

際に御造営された壮麗な御社殿は鉄筋コンクリート造で戦前の姿のままに復興された。 

昭和 35 1960 現在の社殿は外観を完成した。 

昭和 46 1971 
崇敬老の浄財と各地陶芸作家諸先生の賛助を得て、再び坐摩神社の境内に現在の社殿が

造営された。再現された陶器神社と青絵付きの有田焼の灯籠は非常に珍しい。 

昭和 63 1988 

旧南区・東区の統合に伴う地名変更時、「渡辺町」は統合と消滅となり、渡辺姓の末裔で作る

「全国渡辺会」などが渡辺の名のルーツである渡辺町の消滅の反対運動を起こした。結局、

市は苦肉の策により、丁目の次の街区番号に「渡辺」名を残すことで決着した。 

平成 12 2000 125 代今上天皇（1989-）、地域の陶器店が減少により、交通事情から休止した。 

平成 16 2004 夏祭り復活 

平成 23 2011 
10 月 19 日、桂文治（初代）が寄席を開いた故事に則り、坐摩神社境内に「上方落語寄席発

祥の地」の顕彰記念石碑が建立され、除幕式が執り行われた。 

 


