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ABSTRACT 

The Okami-Shrine is a shrine there Hirakata-Uenomati, Hirakata-city, in Osaka. The enshrined deity is 

4 next God ； Takaokami-no-kami, Susanowo-no-ohokami, Ooyamakui-no-ohokami and Ookuninushi 

-no-ohokami. Suka-Shrine and Hiyoshi-Shrine were enshrined together in the Meiji era. Okami-Shrine was 

enshrined in the old Ikaga-village of approximately 100m south from the present location.The ninth The 

Emperor Kaika (BC98-BC157) times, Okami-Shrine were enshrined on residential land of Ikagashikoo 

which was the Mononob-euzi forefather who was a descendant of the fifth of Nigihayahi. 

Shaden was destroyed by fire in "Ouzin-no-ran", and the Hirakata lord of a castle revived in 1600 and did 

veneration as a patron saint. 1934, DW-Sham plant wrecked by large wind damage, it was rebuilt in the 

next 1935.Okami-bairin of Mannenziyama-No-Ryokuin has been selected as one of the Hirakata eight 

beauty spots.The precincts become "the famous spot of plum" by approximately 100 ume trees. In 1861, 

Iwata-Seiyou was dedicated「San-gaku」as cultural assets. 

Furthermore, the origin of Okami-Shrine translated Multilingual translation (Japanese, English, 

Korea and Chinese) of history that supported the globalization era.  About shrine environment, the 

writer analyzed data by a scientific management method.  

Honden is the copper sheet roofing and Nagare-zukuri in which was erected in 1890. Haiden is 

Nagare-zukuri in which was erected in 1890. Massha is Inari Shrine and Kotohira Shrine. The torii of 

Okami-Shrine is six engines. In the erection generation of the torii, it is one of Torii (1990), two toriis (1937), 

three toriis (1892). A stone lantern basket of Okami-Shrine is 24 engines. The number of the stone lantern 

baskets is eight engines and erects it from 1890 through 1925. 
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別表 1.意賀美神社年代順の内容 

 

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、大阪府交

野市、第 9代開花天皇時代、意賀美神社と古代河内国の物部氏地域で行った洞窟環境 NET学会の総合学術調

査(2015)報告の一部である。意賀美神社の所在地は、枚方市枚方上の町１番 12号で、北緯 34度 48分 48秒 東

経 135度 38分 38秒で、標高は 50mである。 

意賀美神社は、大阪府枚方市にある神社である。祭神は次の 4神である。 

①高龗神は、水神と淀川の鎮守である。 

②素盞鳴大神の八坂神社は、祇園の神・農業の神と厄災病難よけの神である。 

③大山咋大神の日吉大社は、山の神、文化の神・安産の神である。 

④大国主大神の出雲大社は、国土の神・殖産農業の神である。 

須加神社と日吉神社は、明治時代に合祀された。意賀美神社は、現在地から約 100m

南の旧伊加賀村字宮山に鎮座していた。第 9代開化天皇（前 157-前 98年）の時代には、

饒速日命の 5世の子孫で物部氏の遠祖である伊香色男の宅地にて鎮座していたという。

社殿は「応仁の乱」で焼失し、1600 年に枚方城主が再興し、氏神として崇敬した。 

1934 年、大風害により社殿・社務所が大破し、翌昭和 10 年に再建された。意賀美梅林の「万年寺山の緑陰」が

枚方八景の一つに選ばれた。境内は、約 100本の梅の木によって「梅の名所」になっている。1861年、岩田清庸は

文化財として算額を奉納された。 

本殿の建築様式は、銅板葺と流造りで、1890年に創建された。拝殿の建築様式は、流れ造りで、１924年に創建

された。境内末社は、稲荷神社と琴平神社である。ここで、琴平神社には①金刀比羅宮。②伊勢・神宮。③石上神

宮。④春日大社。⑤石清水八幡宮。⑥住吉大社。中筒男命(なかつつおのみこと)。底筒男命(そこつつおのみこと)

 

写真 1.式内社の跡碑 
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を祀っている。 

鳥居は 6基である。鳥居の建立年代は、一の鳥居(1990年）、二の鳥居(1937年)、三の鳥居(1892 年）である。 

石灯籠は２４基である。石灯籠数は 8基における建立年代は、１８９０年～１９２５年である。 

我々は、そうした歴史背景を抑えつつ意賀美神社の社殿・拝殿、鳥居、石灯籠の詳細なデータ解析を行った。さ

らに文献等によって神社及び周辺の歴史、伝承地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意賀美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少ない。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、短時間の調査であったた

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。最後に、

神社の年表と内容を纏めることができた。 

 

2.意賀美神社の資料 

2-1.第 9代開化天皇 

 開化天皇の和風諡号は、『日本書紀』では「稚日本根子彦大日日天皇（ﾜｶﾔﾏﾄﾈｺﾋｺ-ｵｵﾋﾋﾉｽﾒﾗ-ﾐｺﾄ）」、『古事

記』では「若倭根子日子大毘毘命」である。名称は、漢風諡号の「開化」は、8 世紀後半に淡海三船によって撰進さ

れた。開化天皇の原像は「オオヒヒ（大日日/大毘毘）」という名の古い神である。第二子、同母兄弟には大彦命・少

彦男心命・倭迹迹姫命、異母兄弟には彦太忍信命・武埴安彦命がいる。表 2-2 は第 9代開化天皇の系譜の内容

を記述した。 

 

表 2-1.第 9代開化天皇の系譜内容 

誕生孝元 7年  先代：第 8代孝元天皇  在位期間： 孝元 57年 - 開化 60年 

崩御開化 60年 115歳  母は皇后で欝色雄命（内色許男命、穂積臣遠祖）の妹の欝色謎命（内色許売命）  

陵所：春日率川坂上陵  次代：第 10代崇神天皇 夫人：丹波竹野媛、 姥津媛、鸇比売  

父親：第 8代孝元天皇   皇居：春日率川宮（春日之伊邪河宮） 

異称：稚日本根子彦大日日天皇（紀）、 若倭根子日子大毘毘命（記） 

 

元伊加賀宮山の地にあり、産土神として、又淀川の鎮守として御神威高く、古来航行の船人達が通航の安全と

水害排除祈願のために創建し、第 9代開化天皇（ｂｃ159-ｂｃ98）の御代に伊香色男命（物部連）の邸内に高龗神を

奉祀したと伝えられている。伊香色女命は伊香色謎命（イカガシコメ-ノ-ミコト）と同一女性であれば、黎明期におい

て貴重な皇后陛下であることが確認できる。表 2-2 は第 9代開化天皇の妻子関係について記述した。 
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表 2-2.第 9代開化天皇の妻子関係 

皇后 伊香色謎命 （ｲｶｶﾞｼｺﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ、意賀美神社の源宅地） -元は第 8代孝元天皇の妃。 

妃 丹波竹野媛 （ﾀｲﾜﾉﾀｶﾉﾋﾒ、竹野比売） -丹波大県主由碁理の娘。 

妃 姥津媛 （ハハツヒメ、意祁都比売命） - 姥津命（日子国意祁都命、和珥氏祖）の妹。 

妃 鸇比売 （ﾜｼﾋﾒ） - 葛城垂見宿禰の娘。 

第一皇子 彦湯産隅命 （ﾋｺﾕﾑｽﾐﾉﾐｺﾄ、比古由牟須美命） 

第二皇子 御間城入彦五十瓊殖尊 （ﾐﾏｷｲﾘﾋﾞｺｲﾆｴﾉﾐｺﾄ、御真木入日子印恵命・前 97-前 30） 

-第 10代崇神天皇 

第三皇子 彦坐王 （ﾋｺｲﾏｽﾉﾐｺ、日子坐王） 

皇子 建豊波豆羅和気王 （ﾀｹﾄﾆｮﾊﾂﾞﾗﾜｹﾉﾐｺ：古事記） - 日本書紀なし。 

皇女 御真津比売命、 

 

伊香色謎命（イカガシコメ-ノ-ミコト、生年不詳 - 前 97）は、孝元天皇の妃と開化天皇の皇后で、崇神天皇の母で

ある。孝元天皇 2年（前 213年）、孝元天皇の妃となった。開化天皇 6（前 152）年、亡夫孝元天皇と叔母（伯母）・皇

后欝色謎命の皇子である開化天皇の皇后となった。崇神天皇元（前 97年）、崇神天皇の即位と同日に皇太后とな

った。表 2-3 は.第 9代開化天皇の皇后である伊香色謎命の系譜 

 

表 2-3は.第 9代開化天皇の皇后である伊香色謎命の系譜 

父方の祖父：大水口宿禰命（饒速日命の 4-5世孫） 父方の祖母：坂戸由良都姫 

父：大綜麻杵命 夫：孝元天皇、子：彦太忍信命（父は孝元天皇） 

孫：屋主忍男武雄心命（紀のみ）・武内宿禰（紀では屋主忍男武雄心命の子） 母：高屋阿波良姫 

同母兄：伊賀色男命 夫：開化天皇 子：崇神天皇・御真津比売命 

孫：垂仁天皇（崇神天皇の皇子）・八坂入彦命（崇神天皇の皇子。八坂入媛命の父） 同母妹：伊賀色女命 

 

最初の夫は、第 8 代孝元天皇であり、子は彦太忍信命であ

る。孫は、屋主忍男武雄心命（紀のみ）・武内宿禰（紀では屋

主忍男武雄心命の子）である。第二の夫は第 9代開化天皇で、

子は第 10代崇神天皇・御真津比売命であり、孫は第 11 代垂

仁天皇（第 10 代崇神天皇の皇子）・八坂入彦命（（第 10 代崇

神天皇の皇子。八坂入媛命の父）である。伊香色男命（物部

連）は伊賀色雄命といい、伊賀色男女命同母あてであると理

解できる。保子(開花天皇) ？は、 卑弥呼は保子(開花天皇)

の孫、 表筒男命は卑弥呼の弟、 表筒男命の娘＝気長足姫

命（神功皇后）は開花天皇の曾孫である。 

 

2-2.万年山古墳・遺跡 

明治 37年(1904)、枚方小学校運動場拡張工事中に万年寺山古墳が発見（現在は消滅）された。 当時の記録に

よると、主体部は粘土椰と思われ、内部からは青銅鏡八面、鉄刀などが出土した。青銅鏡は、現在東京大学理学部

 

写真 2-1.万年山古墳・遺跡 
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が保管している。築造年代は4世紀中頃と推定されるが、不明である。墳丘の形状は、標高37.7ｍの丘陵の突端部、

眼下に淀川をのぞむ河川交通の要衝地に築造されている。明治３（1870）年の廃仏段釈によって廃寺となった。そ

のため三矢町浄念寺に本尊は預けられた。 

 

 
  

写真 2-2.万年寺山の梅林緑陰と表石や十三重の石塔の枚方八景 写真 2-3.古い石灯籠 

 

2-3.枚方八景「万年寺山の緑陰」 

万年寺山は、淀川沿いに細長くのびる旧枚方宿の町並みを東西に分け、突き出た丘にある。表参道の石段の緑

陰に「長松山萬年寺」と刻んだ表石や十三重の石塔が苔むし、往時を偲ばせてくれる。万年寺山の緑陰（りょくいん）

は、枚方八景のひとつとされる見晴らしの良い所である。摂津・丹波の山々や豊かな淀川を一望にできる丘は、京

阪二都の中間にあり、数々の歴史の舞台となった。由来によると、３３代推古天皇(592～628)の時代、高麗（高句麗）

の僧・恵灌（けいかん）が、この地の風景を愛して、眺めが唐の林岸江（りんがんこう）に類似していると言われた。草

庵の建立は万年寺の始まりである。1000年余の法灯を伝え、夕暮れを告げる晩鐘は人々に親しまれていた。 

    

2-4.枚方市の指定文化財『絵馬である算額』 

①神社仏閣の絵馬堂、拝殿に奉掲されている絵馬のうち、 

数学の絵馬を「算額」という。文久元年（1861）年、

算額は摂津麻田藩の岩田清庸(せいよう)がこの神

社に奉納した。算額とは、和算(=日本古来の数学)

家が数学の問題や解答を書いて神社などに奉納し

たものである。当神社の算額は縦 83cm、横 105.8 

cm、枠幅 10.3cmと小型ではあるが四隅を飾金具で

とめた重厚な額である。今日、大阪府に残る 10 数

面のうち、北河内には国中神社（四条畷市）と当神

社に貴重な二面が残されている。算額とは、研究を

発表する手段として奉納され、神仏の加護により、

数学の上達を祈念する願望がある。境内には枚方

市の有名民俗文化財に指定されている「算額」が

保管されている。祈願または御礼参りのために奉

納する絵を書いた額で、多くは上のほうは山形になっている。 

 

絵馬である算額 
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②古代、馬または木馬を奉納したことから、馬の絵が多い。絵馬が一般化したのは鎌倉時代からで、馬

以外のものを描くようになった。盛んな社寺では、立派な絵馬殿「額殿」や絵馬堂を造って、参拝者の目

を楽しませている。絵馬は、人々の切実な祈願を発現で、目を病んでいる人は目の絵を、手足が痛む人は

手足の絵を描く。現代では、内容も変わり、合格、進学、就職、良縁などの祈願が圧倒的に多いが、一種

の流行である。意賀美神社の資料室には数学の絵馬である「算額」が保管している。これは神仏の加護に

より、数学者としての上達を祈念して奉納する目的である。数学者の岩田清庸は当地に病気療養のために

滞在し、病の癒えたお礼に文久元年、須賀神社の前身である牛頭天王社に奉納した。 

③岩田清庸は、摂津麻田藩で代々大庄屋を勤めた麻田村(豊中市)岩田忠左衛門家の幕末の当主七平である。

麻田藩では幕末に財政改革が行われ、岩田はその実務を担いながら、優れた和算家として活動し、多くの

弟子を育てている。岩田清庸は大坂今橋 1 丁目の福田金塘・理軒兄弟に入門し、頭角を現して後にその算

学塾順天堂の教授になった。福田兄弟は天文暦学で知られる大坂の麻田剛立を始祖とする宅間流と関孝和

の関流の二つの流れをくみ、当時は和算や天文学と関係が深かった陰陽道の大坂取締役も勤めるなど、大

坂和算界の実力者で、門弟千人といわれる。 

 岩田清庸は、天保 6年(1835)『算学速成』をはじめとして五冊の著書を公刊し、算額を残している。興味深いことに、

池田やその近隣の村々から岩田に入門した弟子の中には、庄屋の息子など麻田藩財政改革に活躍した者もいた。

畑村にも弟子がおり、畑天満宮と岩田とのつながりは深かった。 

 

2-5.有名な「意賀美の梅林（100本）」 

丘の中央に紅白梅を中心として植樹によって観梅の名所で有名である。源平咲き分けの梅である意賀美の梅林

は、30 年ほど前に枚方ライオンズクラブが植樹した。毎年２月には梅林園まつりが開かれ、紅白の花と香りが多くの

人を魅了している。一本の梅木に紅白の花をつける珍しい「源平咲き分けの梅」が数本ある。この名前は、平安時

代末期の源氏が「白旗」を平氏が「紅旗」を掲げて戦った「源平合戦」に由来である。 

 

2-6.境内の御茶屋御殿跡 

神社の森を北に向うと、豊臣秀吉の茶屋御殿跡があり、枚方小学校も、一時この地に建立した。近年、丘には、

紅梅を中心とした植樹もすすみ、新たな観梅の名所になっている。梅林の西側の山が、御殿山と名付けられている。

天正 13(1585)年、御茶屋、大閤秀吉が、枚方城主・本多政康の娘乙御前(おとごぜん)のために建立。延宝７年

(1679) 年、御茶屋、枚方宿大火の際に焼失と伝わる。閑院宮載仁親王の御観戦跡碑が建立。親王は伏見宮、第

20 代邦家親王の皇子。伏見宮 邦家親王（1802-1872））は、江戸時代、幕末の日本の皇族。 

 

3.意賀美神社の由来と現在 

3-1. 意賀美神社の和文由来と現在 

起源：意賀美神社は、枚方市駅東約 500ｍの万年寺山と呼ばれる、香里丘陵の北部、淀川の沿岸まで突出し

た標高 50ｍの台地にある。古代、この地の寺院は長松山万年寺と呼ばれた。当地は、第 9代開化天皇（前 157 -前

98）の御代、豪族である伊香色男・伊香色女の邸内に鎭座していたと伝えられている。 

意賀美神社の創建年代は不詳で、延喜式内の古社である。当社は平安初期の国家の法制書で、「式内」とは延

喜式に登載している。現地から約 100m 南の伊加賀宮山（今、伊加賀北町）地に鎮座していた。さらに、産土神とし
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て、淀川の鎮守として御神威高く、古来航行の船人達が通行の安全と水害排除祈願のために創建した。現在の鎮

座地は、万年寺山の須賀神社で、延喜式神名帳では小社に列している。 

貞観 14（872 年）、須賀神社は、元は牛頭天王社（祇園社）と称し、56 代清和天皇（858-876）によって建立した。

それは、悪疫の終息祈願のため、当地の万年寺の開祖・聖宝が牛頭天王を勧請して創建された。明治 3（1870）年、

万年寺は廃寺となった。社地には石造十三重塔がある。明治 5（1872）年）、日吉神社は旧伊加賀村の氏神として

村社に列格した。往古の洪水時に、日吉神社の御神体が流れ来り村人が家に持ち帰ったが霊験顕著なので氏神

として奉祀したという。  

祭神：主祭神は高龗神とし、素盞嗚尊・大山咋神・大国主神を配祀する。素盞嗚尊は須加神社、大山咋神・大

国主神は日吉神社の祭神で、明治時代に合祀された。意賀美神社は、元は旧伊加賀村字宮山に第 9代開化天皇

（前 157-前 98）、饒速日命（ニギハヤヒノミコト）の五世の子孫で物部氏の遠祖である伊香色男(ｲｶｼｺｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ)の邸

宅内にあり、高籠神を奉祀したと伝わる。 

明治 42（1909）年 10月、村社の元須賀神社・素盞鳴尊（ｽｻﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）と村社の元日吉神社（大山咋大神（ｵｵﾔﾏ

ｸｲ-ﾉ-ｵｵｶﾐ）、大国主大神(ｵｵｸｲﾇｼ-ﾉ-ｵｵｶﾐ）を合祀、翌 15 日境内狭隘のため、万年寺山の須賀神社の旧地で

ある現鎮座地に遷座した。一番古い「意賀美神社｣の名が残されている。 

災害と復興：現地は万年山古墳の上にあり、淀川の流れを臨む景勝の地である。昭和 9（1934）年の室戸台風で

社殿・社務所を大破、同 10 年 10 月、現社殿・社務所を復興した。応仁の乱（ｵｳﾆﾝ-ﾉ-ﾗﾝ）は、室町時代の応仁の

乱（1467-1477）の約 10年間にわたって継続した内乱である。応仁元（1467）、106代後土御門天皇、応仁の乱によ

って日吉神社が焼失した。慶長 5（1600）年、枚方城主・本多政康が一乗寺と共に日吉神社を再興し、氏神として厚

く尊崇した。 

社殿の構造物：旧社殿は現在より西 200ｍの宮山（現伊加賀北町付近）にあった。本殿の建築様式は、銅

板葺と流造りで、1890年に創建された。拝殿の建築様式は、流れ造りで、１924年に創建された。境内末社は、稲

荷神社と琴平神社である。鳥居は 6基である。鳥居の建立年代は、一の鳥居(1990年）、二の鳥居(1937年)、三の

鳥居(1892年）である。石灯籠は２４基である。石灯籠数は 8基の建立年代は、１８９０年～１９２５年である。 

 

表 3-1.大阪府枚方市、意賀美(ｵｶﾐ)神社の詳細資料 

1 主祭神 高龗大神 (ﾀｶｵｶﾐ-ﾉ-ｵﾎｶﾐ)、水の神・淀川の鎮守の神。 

2 神社創建 第 9代開化天皇后（ｂｃ158-ｂｃ98）の伊香色女命の邸内に鎭座していた。 

3 祭 神 
①素盞鳴大神（ｽｻﾉｦ-ﾉ-ｵﾎｶﾐ)、②大山咋大神（ｵｵﾔﾏｸｲﾉｵﾎｶﾐ)、 

③大国主大神(ｵｵｸﾆﾇｼ-ﾉ-ｵﾎｶﾐ)。 

4 延喜式 
古代では、河内国茨田（ﾏﾝﾀﾞ）郡の枚方の里」の記述。 

大宝 2年（702年）頃に交野郡が分置された。式内社には、意賀美神社。  

5 社格等 式内社、旧社格は村社。 

6 例 祭 春祭 4月 15日、秋祭 10月 15日 

7 関係氏族 伊香色男命、伊香色女命(第 9代開化天皇后)、 第 10代崇神天皇。 

8 宮 司 正田 和男 

9 鎮座地 大阪府枚方市枚方上之町 1-12 。明治 42（1909）年 10月現在地に遷座。 

10 交通手段 京阪電社、枚方市駅西へ約 600ｍ、徒歩約 10 分。 

11 位 置 北緯 34度 48分 48秒，東経 135度 38 分 38秒 。 標高：50ｍ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81
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12 電話・FAX Tel：072-841-1258  Fax：072-846-5341  

13 本 殿 
建築様式：流造（銅板葺）。創建年代：明治 23(1890)年。 

本殿の規模は、正面 4.21ｍ、側面 6.47ｍと面積 27.24ｍ2である。 

14 幣 殿 拝殿の規模は、正面 4.21ｍ、側面 6.47ｍと面積 27.24ｍ2である。 

15 拝 殿 
建築様式：流れ造り。創建年代：大正 13(１924)年。 

拝殿の規模は、正面 9.53ｍ、側面 5.89ｍと面積 56.13ｍ2である。 

17 境内末社 

稲荷神社：豊受大神(ﾄﾖｳｹ-ﾉ-ｵﾎｶﾐ)、伊勢神宮 

琴平神社：①金刀比羅宮。②伊勢神宮。③石上神宮。④春日大社。⑤石清水八幡宮。

⑥住吉大社。中筒男命(ﾅｶﾂﾂｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ)。底筒男命(ｿｺﾂﾂｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ)。 

18 鳥 居 
建立年代は、一の鳥居(平成２（1990）年、二の鳥居(昭和 12（1937）年、三の鳥居(明治 25

（1892）年である。鳥居は 6 基で、柱間距離 4.89ｍ、貫上 5.18ｍ、笠木上 6.51ｍ。 

19 灯 籠 建立年代は、１８９０年～１９２５年で、石灯籠は２４基、高さは、最大 5.98m、最小 2.08ｍ。 

20 
文化財 

その他 

①万年山古墳・遺跡、②枚方八景「万年寺山の緑陰」、③境内の御茶屋御殿跡 

④枚方市の指定文化財 「絵馬である算額」、⑤④有名な「意賀美の梅林（100本）」 

 

3-2.意賀美神社の英文由来と現在  

DERIVATION：Okami-Shrine is called the Hirakata Station East about 500m of Mannenzi-yama, 

Kouri hills of the northern part, in the plateau at an altitude of 50m, which protrudes to the coast of 

Yodogawa. Ancient, this land of the temple was called Nagamatu-yama-mannen-temple. Here it is 

reportedly lived the 9thEmperor Kaika Empress of (bc158-bc98) reign, in the mansion of powerful 

families (Ikagakashiko-o· Ikagakashiko-jyo). 

Foundation age of Okami-Shrine in the unknown, it has in Furuyashiro of engi-shikinai. Okami- 

Shrin registers it with a peaceful early national legislation book in engishi with "shikinai".  Okami 

Shrine lived in Ikagakitamachi of approximately 100m south from the field. Okami-Shrine is, as 

ubusuna-gami, higher your Kamui as guardian of Yodogawa, boat people of ancient navigation was 

founded for the sake of safety and flood exclusion prayer of passage. Jogan 14 (872 years), Suga-zinja 

was originally referred to as Gozu-tennou-sha (Gionsha), it was erected by the 56 generations Emperor 

Seiwa (858-876). 

Seiho which was an initiator of Mannen-temple of here moved Gozu-tennou-sha, and it was founded 

for the end prayer of the plague. In Meiji 3(1870) year, Mannen-temple became the temple. The stone 

construction of Okami-Shrine has 13 folds of towers. In Meiji 5(1872) year, Hiyoshi-Shrine attended 

Sonsha as jikami of old Ikagamura. At the time of the flood of Oko, shintai of Hiyoshi -Shrine came 

flow. Villagers brought back to home shintai. Since Reiken is remarkable that it has Housh as 

Uzikami. 

FESTIVAL GODS：Worshipped Gods does Takaokami-no-Ohokami, and haishi does Susanowo- 

no-Ohokami, Ooyamakuinoohokami and, Ooyamakuinoohokami.  Susanowo-Mikoto is Sukazinja. 

Ooyamakui-Kami and Ookuninushi-Kami were enshrined together in Festival Gods of Hiyoshizinja in 

the Meiji era. 
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Okami-Shrine formerly in old ikaga-mura 9thEmperor Kaika Empress (bc158-bc98), It is in the 

residence of Ikashikoo-no-Mikoto which is a forefather of Mononobe clan in descendants of the fifth of 

Nigihayahi-no-Mikoto and reaches it when houki did Takaokami-no-Ohokami. 1909, Sonsha of the 

original suga-shrine· (Susanoo-no-Mikoto) and Sonsha of the original, Hiyoshi-Shrine (Ooya 

makui-no-Ookami : Ookuninushi-no-Ookami) the goushi, the next day the 15th precinct narrow 

because, Suga of Mannen-temple-yama- it was Utsuri-za to local, which is the old land of the Shrine. 

The name of the oldest "Okami-Shrine" is left. 

DISASTER AND RECONSTRUCTION：The field is on the Mannenyama-ancient grave and a land 

of scenic overlooking the flow of Yodogawa. 1934, wreck the main-shrine and the shrine-office at 

Muroto typhoon, October same 10, was reconstruction the current main-Shrine and the Shrine-office. 

Ounin-no-ran continued for approximately ten years of 1467-1477 of the Muromachi era. Onin yuan 

(1467) year, 106 Daigo emperor tsuchimikado, Hiyoshi-shrine was destroyed by Ounin-no-ran. In 

Keicho era 5(1600) year, Hirakata lord of a castle, HondaSeiyasu revived Hiyoshi-shrine with 

Ichijō-temple and believed as a patron saint thick. 

ARCHITECTURE OF SHRINE. There was old main-shrine in Miya-yama of west 200m from the 

present. Architecture of Front Shrine is Copper sheet roofing and Nagare-zukuri; in 1890. It was 

done foundation. The scale of Front shrine is front 9.53m, lateral 5.89m and 56.13m2 in area. 

Architecture of haiden was founded in Nagare-zukuri in 1924. Keidai Massha is Inari Shrine and 

Kotohira-shrine. The number of torii of Okami-Shrine is 12 engines. In the erection generation of the 

first gate, two toriis and three toriis, it is 1937 and 1892 each for 1,990 years.  

The scale of the first gate is distance 2.92m between the pillar. In the height of the torii, in the 

upper part of nuki, in 3.22m, the upper part of kasagi, 3.94m and Sorimashi are 4.24m. 

Tourou of Okami-Shrine is 24 engines. In the erection generation, it is 1890 through 1925. The height 

of Tourou is maximum 5.98m, mean 3.85m and minimum 2.08m. 

 

表 3-2.大阪府八尾市、意賀美神社の詳細資料（英文） 

1 
Worshipped 

Gods 

Takaokami-No-Ohokami, God of water,   

God's guardian of Yodogawa 

2 
Enshrined 

Gods 

There was Enshrined Gods by movement in the residence place of 

Ikouiroonnainoti of the 9thEmperor Kaika Empress (bc158-bc98). 

3 Festival Gods 
①Susanowo-No-Ohokami、②Ooyamakuinoohokami、

③Ooyamakuinoohokami。 

4 Engishiki 

In ancient times, Okami-Shrine was described as Sato of Kawachi Country, of 

Manda-no-koori Hirakata. Katano-gun was separated Daiho2 (702 )years. In 

Shikinai-sha, it became Okami-Shrine in the county in Shinmeichou. 

5 
Shirine 

Ranking 
Shikinai-sha, The old Shakaku is Sonsha  

6 Annual On spring festival April 15, it is autumn festival October 15 
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Festival 

7 
Relation 

Clan 

kagashikou-no-mikoto,Ikagashime-no-mikoto( 9th Emperor Kaika Empress), 

10thEmperor Sujin. 

8 Chief Priest Kazoo SHOUDA 

9 Site 1-12, Hirakata-kaminocho, Hirakata-shi, Osaka. 

10 Access 
Approximately 600m is approximately 10 minutes on foot to Keihan Den-sha, the 

Hirakatashi Station west. 

11  Latitude 34°48'48" N, 135°38'38" E. Altitude: 50m 

12 TEL・FAX Tel：072-841-1258  Fax：072-846-5341  

13 
Shrine 

Pavilions 
The scale of main shrine is front 4.21m, lateral 6.47m and 27.24 m 2 in area. 

14 Heiden The scale of heiden shrine is front 4.21m, lateral 6.47m and 27.24 m 2 in area. 

15 Front Shrine 
Architecture: Nagare-zukuri. The shrine foundation: Taisho 13 (1624 ) year.  

The scale of Front shrine is front 9.53m, lateral 5.89m and 56.13m2 in area. 

15 

Keidai 

Massha 

 

Inari Shrine: Toyouke-No-Ohokami, Ise Grand Shrine. 

Kotohira-shrine：a.Kotohira-gū, b.Ise Grand Shrine, c.Isonokami-jingū?, 

d.Kasuga-taisha, e.Iwashimizu Hachimangū, f.Sumiyoshi taisha, 

Nakatutuo-no-mikoto,Sokotutuo-no-mikoto. 

17 Torii 

The number of torii of Okami-Shrine is 12 engines. The erected age of the 

first gate, two toriis and three toriis is 1892 each in 1937 for 1,990 years. 

The scale of the first gate is distance 2.92m between the pillar. In the 

height of the torii, in the upper part of nuki, in 3.22m, the upper part of 

kasagi, 3.94m and Sorimashi are 4.24m. 

17 Tourou 

Tourou of Okami-Shrine is 24 engines. In the erection generation, it is 1890 

through 1925. The height of Tourou is maximum 5.98m, mean 3.85m and 

minimum 2.08m. 

18 

Cultural 

Property 

(Japan) 

①Remains of the Mandeni old burial mound 

②Hirakata Hakkei "leafy shade of Mannenya" 

③Designated cultural assets "Sangaku which is Ema" of Hirakata-shi 

④Famous "Bairin (100) of Okami" 

⑤Palace trace of Ochiyaya in the precincts 

 

3-3.意賀美神社の韓文由来と現在 

기원: 오카미 신사는 히라카타시 역 동쪽 약 500m 의 만넨지마노 야마로 불리움. 카오리큐료우의 북부, 

요도가와 연안까지 돌출 된 해발 50m 의 고원에 있다. 고대 이 땅의 사원은 나가마츠산 만넨지라고 

불리웠다. 이곳은 제 9 대 가이카 천황 (전 157- 전 98)의 때에, 호족인 이카가시코오 ・이카가시코메의 

저택에 진좌되어 있었다고 전해지고 있다.  

오카미 신사의 창건 연대는 미상으로 연희식의 오래된 신사이다. 이 신사는 헤이안 초기 국가의 

법제서에서 「시키나이」는 연희식에 등재하고 있다. 현지에서 약 100m 남쪽 이카가미야산(지금 이카가 

북쪽마을) 지역에 자리 잡고 있었다. 더욱이 명산으로 요도가와의 진수로서 신성이 높고, 고대 선원들이 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Installing_Japanese_character_sets


11 

 

통행의 안전과 수해 배제기원을 위해 창건했다. 현재의 진좌지는 만넨지야마의 스가 신사에서 연희식 

신명첩에 소사로 열거되어 있다. 

죠우간 14 년 (872 년), 스카신사는 원래 우두 천왕사 (기온사)라 칭했고, 56 대 세이와 천황(858-876)에 

의해 건립되었다. 그것은 악역의 종식을 기원하는 현지의 만넨지의 선조 교우호우가 고크천황을 권청해 

창건되었다. 메이지 3 년 (1870) 만넨지는 폐사되었다. 신사에는 석조 십삼중 탑이 있다. 메이지 

5 년(1872), 히요시 신사는 이카가 마을의 조상신으로 마을 신사로 열거 되었다. 스미요시의 홍수시 

히요시 신사의 몸체가 흘러내려 마을 사람의 집에 가지고 갔으나 영험이 좋아서 조상신으로 

봉사되었다고 한다. 

제신: 주된 제신은 다카오카미노 신이며 스사노오미코토・ 오야마타이노 신・ 오쿠니누시 신을 모신다. 

스사노오미코토는 스카신사, 오야마타이노 신과 오쿠니누시 신은 히요시 신사의 제신으로 메이지 시대에 

합사되었다. 오카미 신사는 원래 구 이카가미야 마을의 오미야산에 제 9 대 가이카 천황(전 157- 전 98), 

니기하야히노 미코토의 5 대의 후손으로 모노노베우지의 먼 선조인 이카시코오노 미코토의 저택 내에 

있어, 다카오카미노 신을 봉사했다고 전해진다. 

메이지 42 년(1909) 10 월, 마을 신사인 전 스가신사 ・ 스사노오노 미코토와 원래 히요시 신사 

(오오야마쿠이노 신), 오오쿠이누시노 신을 합사, 다음 15 일에 경내가 협소해 만넨지산의 스가신사의 옛 

땅인 현재의 자리에 모셨다. 가장 오래된 「오카미 신사」의 이름이 남아있다. 

재해와 부흥: 현지는 만넨산 고분 위에 있으며 요도가와의 흐름을 볼 수 있는 곳이다. 쇼와 9 년(1934)의 

무로토 태풍으로 신전・사무소가 크게 파손되고 동 10 년 10 월 현 신전・사무소를 재건했다. 오닌의 

난(1467-1477)은 무로마치 시대의 약 10 년간 계속된 내란이다. 오닌 전 (1467), 106 대 고츠치미카도 

천황, 오닌의 난에 의해 히요시 신사가 소실되었다. 게이쵸 5 년(1600), 히라카타 성주 혼다 마사야스가 

이치죠우지와 함께 히요시 신사를 재건하고 조상신으로 깊게 숭배했다. 

신전 구조물: 구 신전은 현재보다 서쪽 200m 의 미야마(현 이카가 북쪽 마을 부근)에 있었다. 본전의 건축 

양식은 동판과 나가래 구조로, 1890 년에 창건되었다. 배전의 건축 양식은 나가래 구조로, 1924 년에 

창건되었다. 경내 말사는 이나리 신사와 히토히라 신사이다. 토리이는 6 개다. 토리이의 건립 연대는 

제일의 토리이는 (1990 년), 제2의 토리이는 (1937 년) 제3의 토리이는 (1892 년)이다. 석등은 24기이다. 

석등수는 8 기이고 건립연대는 1890 년 ~ 1925 년이다. 

 

表 3-3.意賀美神社の詳細資料（韓文） 
1 주제신 다카오카미노 오카미、물의신・요도마와 진수의 신 

2 신시창건 
제 9 대 가이카 황후（BC158-BC98）의 이카가시코메노 미코토의 댁내에 진좌되어 

있다。 

3 제 신 ①스사노오노 미코토、②오야마쿠이노 대신、③오쿠니노시노 대신。 

4 연희식 
고대에는、카와치국 만다군의 히라카타 마을로 기술 

다이호우 2 년（702）경에 카타노군이 분리되었다。식내사에는、오카미 신사  

4 사격등 식내사、구 사격은 마을 신사 

5 예 제 춘제 4 월 15 일、추제 10 월 15 일 

6 관계씨족 이카가시코오 ・이카가시코메(제 9 대 카이카텐 황후)、제 10 대 수진천황 

7 궁 사 쇼우다 카즈오 

8 진좌지 
오사카후 히라카타시 히라카타 우에누쵸 1-12 。메이지 42 년（1909）10 월 현재의 

위치에 옮김 

9 교통수단 케이한 전철、히라카타시역 서쪽으로 약 600ｍ、도보 약 10 分 

10 위 치 북위 34 도 48 분 48 초，동경 135 도 38 분 38 초。표고：50ｍ 

11 전화・FAX Tel：072-841-1258  Fax：072-846-5341  

12 본 전 
건축양식：나가래구조（동판）。창건연대：메이지 23 년(1890) 

본전의 규모는、정면 4.21ｍ、측면 6.47ｍ와 면적 27.24ｍ2 

13 배 전 
건축양식：나가래 구조。창건연대：다이쇼 13 년(１924) 

배전의 규모는、정면 9.53ｍ、측면 5.89ｍ와 면적 56.13ｍ2 

14 경내말사 

이나리 신사 :토요우케노 오카미), 이세신궁 

코토히라 신사: ① 고토 히라 신사. ② 이세신궁. ③ 이소노 카미 신궁. ④ 

가스가미대사 ⑤ 이시 시미즈 하치만궁. ⑥ 스미요시 타이샤. 나카쯔쯔오노 

미코토). 소코쯔쯔오노 미코토 

15 토리이 건립 연대는 제 1 의 토리이 (평성 2 년(1990) 제 2 의 토리이 (쇼와 12 년(1937)  
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제 3 의 토리이 (메이지 25 년(1892)이다. 토리이는 6 개로 기둥 사이 거리 4.89m , 

본관에서 5.18m, 카사기에서 6.51m. 

16 석 등 건립 연대는 1890 년~ 1925 년, 석등은 24 개, 높이가 최대 5.98m, 최소 2.08m. 

17 
문화재 

기타 

①만넨산고분・유적, ② 히라카타 팔경 「万年寺山の緑陰」、③「만넨지 야마의 

그늘」③ 경내의 오차 야 신전터 

④ 히라카타시의 지정 문화재 「에마인 산가크」⑤ 유명한 아카미의 매화 나무 

숲 (100 나무)  

 

3-4.意賀美神社の中文由来と現在 

起源：意贺美神社位于枚方市站以东约 500 米的、被称为万年寺山的香里丘陵北部，突出至淀川沿岸的

标高 50 米的台地上。古代，此地的寺院被称为长松山万年寺。据传，该供奉地在第 9 代开化天皇（前 157 – 

前 98 年）的御代豪族伊香色男、伊香色女的府内。 

意贺美神社其创建年代不详，为延喜式内古神社。在平安时代初期的国家法制书上，该神社作为“式内”

被登载于延喜式，曾被供奉于距现在的地方约 100 米以南的伊加贺宫山（现在的伊加贺北町）之地。而且，

作为出生地守护神，作为淀川的镇守之神，神威高大，古来航行的船夫们为了祈愿航行安全与排除水害而创

建了该神社。现在的供奉地为万年寺上的须贺是个摆设，在延喜式神名帐中被列为小神社。 

贞观 14（872）年，原称为牛头王社（祇愿社），由 56 代清和天皇（858-876）建立。是为了祈愿瘟疫

的终结。当地万年寺的开祖圣宝劝请牛头天王而创建。明治 3（1870）年，万年寺成为废寺。神社的土地上

建有石造十三重塔。明治 5（1872）年），吉神社作为原伊加贺村氏族神而被列为村社。据说，在远古的洪水

时期，日吉神社的神体流来，村人将其带回家中，因神灵显著而将其作为氏族神而供奉。 

祭神：以高龗神为主祭神，配祀素盏鸣尊•大山咋神•大国主神。素盏鸣尊为须加神社的祭神，大山咋神•大国

主神为日吉神社的祭神，于明治时代に合祀された。据传，意贺美神社原先在原伊加贺村字宫山的第 9 代开

化天皇(前 157-前 98)、饶速日命第五代世孙物部氏的远祖伊香色男的宅内，供奉了高籠神。 

明治 42（1909）年 10 月，合祀了村社原须贺神社•素盏鸣尊与村社原日吉神社（大山咋大神、大国主

大神），因境内狭窄于 15 日后迁至万年寺山原为须贺神社之地的现供奉地，留有最古老的“意贺美神社”之

名。 

灾害与复兴：现在的神社之地位于万年山古坟之上，是俯瞰淀川流水的景胜之地。昭和 9(1934)年，神殿

与社务所因室戸台风而遭受了大破坏，于昭和 10 年 10 月复兴为现在的神殿及社务所。应仁之乱是室町时代

持续了约 10 年(1467-1477 年)的内乱。应仁元(1467)年，在第 106 代后土御门天皇时期，日吉神社因应仁之

乱而被烧毁。庆长 5(1600)年，枚方城主本多政康重建了日吉神社与一乘寺，作为氏族神而予以了深厚的尊崇。 

神殿的建筑物：原神殿曾位于距现在之地以西 200 米的宫山(现伊加贺北町附近)。神殿的建筑样式为铜

板房顶与流造，创建于 1890 年。拜殿的建筑样式为流造，创建于１924 年。境内末社为稻荷神社与琴平神社。

鸟居有 6 座，建立年代为一号鸟居建于 1990 年，二号鸟居建于 1937 年，三号鸟居建于 1892 年。石灯笼有

２４座。其中的 8 座的建立年代为 1890 年～1925 年。 

 

表 3-4.意賀美神社の詳細資料（中文） 

1 主祭神 高龗大神、水之神•淀川镇守之神。 

2 神社创建 供奉于第 9 代开化天皇后（公元前 158-公元前 98 年）伊香色女命宅内。 

3 祭神 ①素盏鸣大神，②大山咋大神，③大国主大神。 

4 延喜式 古代记述为“河内国茨田郡之枚方之里”。 
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大宝 2（702）年左右分置了交野郡。式内社有意贺美神社。  

4 神社等级 式内社，原等级为村社。 

5 定期祭祀 春祭 4 月 15 日，秋祭 10 月 15 日。 

6 相关氏族 伊香色男命，伊香色女命(第 9 代开化天皇后)，第 10 代崇神天皇。 

7 宫司 正田和男 

8 供奉地 大阪府枚方市枚方上之町 1-12 。明治 42（1909）年 10 月迁至现在之地。 

9 交通 京阪电车枚方市站以西约 600 米，步行约 10 分钟。 

10 位置 北纬 34 度 48 分 48 秒，东经 135 度 38 分 38 秒，标高 50 米。 

11 电话、传真 电话： 072-841-1258，传真： 072-846-5341。 

12 正殿 
建筑样式：流造(铜板房顶)。创建年代：明治 23(1890)年。 

正殿的规模为正面 4.21 米，侧面 6.47 米，面积 27.24ｍ2。 

 币殿 币殿的规模为正面 4.21 米，侧面 6.47 米，面积 27.24ｍ2。 

13 拜殿 
建筑样式：流造。创建年代：大正 13(１924)年。 

拜殿的规模为正面 9.53 米，侧面 5.89 米，面积 56.13ｍ2。 

14 境内末社 

稻荷神社：丰受大神、伊势神宫。 

琴平神社：①金刀比罗宫，②伊势神宫，③石上神宫，④春日大社，⑤石清水八幡

宫，⑥住吉大社，中筒男命，底筒男命。 

15 鸟居 

建立年代为一号鸟居建于平成 2(1990)年，二号鸟居建于昭和 12(1937)年，三号鸟

居建于明治 25(1892)年。鸟居有 6 座，柱间距离 4.89 米，贯上 5.18 米，横梁 6.51

米。 

16 灯笼 建立年代为 1890 年～1925 年，有 24 座，最高为 5.98 米，最低为 2.08 米。 

17 文物及其他 
①万年山古坟、遗迹，②枚方八景“万年寺山之绿荫”，③境内御茶屋御殿遗迹， 

④枚方市指定文物“绘马算额”，⑤有名的“意贺美之梅林(100 棵) ”。 

 

4．意賀美神社の社殿 

4-1.意賀美神社の社殿と本殿規模 

 

    

写真 4-1.意賀美神社の社殿と本殿全景 写真 4-2.意賀美神社の幣殿ﾄ本殿の側面 
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写真 4-1 と 4-2は意賀美神社の社殿全景、本殿、本殿側面と本殿における屋根との鰹木である。表 4-1は、意賀

美神社の本殿、幣殿、拝殿および末社の琴平神社と稲荷神社の測量値である。本殿の計測値は間口 10.91m・奥

行 5.95mで、面積は 64.91平方ｍである。 

 

   

表 4-1.意賀美神社社殿の規模 図 4-1.社殿と末社の距離（ｍ） 図 4-2.社殿と末社の面積（ｍ2） 

 

一方、幣殿の間口 4.85ｍ、奥行きは 5.93ｍで、面積は 28.76平方ｍである。図 4-1は、社殿と末社の距離である。

間口と奥行きの規模は、本殿、幣殿、拝殿および末社の琴平神社と稲荷神社の順に小さくなる傾向であることが確

認された。図 4-2 は、社殿と末社の面積（ｍ2）である。すなわち、本殿：64.91、幣殿：28.76、拝殿 27.06 および末社

の琴平神社：21.60 と稲荷神社：14.44の順に小さくなる傾向であることが確認された。 

 

4-2.意賀美神社の末社の写真と考察 

格式のランキングは、本社＞摂社（ｾｯｼｬ）＞末社（ﾏｯｼｬ）の順とされる。一般には、摂社はその神社の祭神と縁故の深い

神を祀った神社である。末社はそれ以外のものと区別できる。本社の境内にあるものを境内摂社（ｹｲﾀﾞｲｾｯｼｬ）または境内

社、境外に独立の敷地を持つものを境外摂社（ｹｲｶﾞｲｾｯｼｬ）または境外社という。明治から戦前までの近代社格制度では、

摂末社とは、神社本社とは別に、その神社の管理に属する。末社とは、主祭神と関係のない神社で、主に他の神社から境

内に招いた神様を祀ると考えられ、小規模な神社である。 

素盞鳴大神（すさのをのおほかみ)八坂神社、祇園の神・農業の神・厄災病難よけの神。 

大山咋大神 (おおやまくいのおほかみ)日吉大社、山の神・文化の神・安産の神。 

大国主大神(おおくにぬしのおほかみ)出雲大社、国土の神・殖産農業の神。明治 12（1879）『大阪府神社明細帳』

高おかみ神・素盞鳴尊、『神祇宝典』伊弉諾尊。 

 

    

写真 4-3.琴平神社正面 写真 4-4.稲荷神社正面 写真 4-5.宮司と測量調査員 写真 4-6.神社神木 

 

4-3a.稲荷神社 

 豊受大神（ﾄﾖｳｹﾋﾞﾒ）は、日本神話に登場する神である。豊受大神宮（伊勢神宮外宮）に奉祀される豊受大神と
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して知られている。『古事記』では伊弉冉尊（ｲｻﾞﾅﾐ）の尿から生まれた稚産霊（わくむすび）の子とし、天孫降臨の

後、外宮の度相（わたらい）に鎮座したと記されている。神名の「ウケ」は食物のことで、食物・穀物を司る女神である。

後に、他の食物神の大気都比売（ｵﾎｹﾞﾂﾋﾒ）・保食神（ｳｹﾓﾁ）などと同様に、稲荷神と習合した。 

伊勢神宮外宮の社伝では、雄略天皇の夢枕に天照大神が現れ、「自分一人では食事が安らかにできないので、

丹波国の比沼真奈井（ﾋﾇﾏﾉﾏﾅｲ）にいる御饌の神、等由気大神（とようけのおおかみ）を近くに呼び寄せなさい」と

言われたので、丹波国から伊勢国の度会に遷宮させたとされ、丹波の神という。 

外宮の神職である度会家行が起こした伊勢神道では、豊受大神は天之御中主神・国常立神と同神で、こ

の世に最初に現れた始源神であり、豊受大神を祀る外宮は内宮よりも立場が上であるとしている。 

 

4-3b.琴平神社  

①大物主神(ｵﾎﾓﾉﾇｼ-ﾉ-ｶﾐ)、金刀比羅宮。 

概要：大物主（ｵｵﾓﾉﾇｼ：大物主大神）は、大神神社の祭神、倭大物主櫛甕魂命で、大穴持（大国主神）の和魂

（ｲｷﾐﾀﾏ）であるとする。別名は三輪明神である。大物主の特性は、蛇神・水神・雷神で、稲作豊穣、疫病除け、酒

造り（醸造）などの集合信仰で、国の守護神である、大国主の分霊であるため大黒天として祀られる。明治の神仏分

離の、大物主を祭神とした例がある。すなわち、香川県琴平町の金刀比羅宮は、大物主、素戔嗚、金山彦と諸説あ

り、金毘羅三輪一体との言葉が残る大物主を正式な祭神とされた。 

 

②天照皇大神(アマテラススメオホミカミ)、伊勢神宮。 

概要：天照大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ）は、皇室の祖神で、日本民族の総氏神で、『延喜式』では自然神として神社など

に祀られ、「天照」は「あまてる」と称されている。天照大神は、天岩戸の神隠れで有名で、太陽を神格化した神で、

皇室の祖神（皇祖神）の一柱とされる。信仰の対象、土地の祭神とされる。名称：『古事記』では、天照大御神、『日

本書紀』では天照大神と表記される。神社によっては、大日女尊（ｵｵﾋﾙﾒﾉﾐｺﾄ）、大日霊（ｵｵﾋﾙﾒ）、大日女（ｵｵﾋﾒ）

とされている。伊勢神宮での神は、通常は天照皇大神とか皇大御神とも言う。天照大神の系譜は次のとおりである。 

系譜：父 ：イザナギ（伊弉諾、伊邪那岐、伊耶那岐）。母 ：イザナミ（伊弉冉、伊邪那美、伊耶那美、伊弉弥） 

三貴子：天照大神、月読尊（ツクヨミ）、須佐之男（スサノオ）の 3柱。弟： ツクヨミ（月夜見尊、月読命） 

弟： スサノオ（建素戔嗚尊速、素戔男尊、素戔嗚尊）。女神：多紀理毘売命、市寸島比売命、多岐都比売命 

男神：天之菩卑能命、天津日子根命、活津日子根命、熊野久須毘命 

天照大神は、高天原（ﾀｶﾏｶﾞﾊﾗ）の総支配神であり、皇室の祖先神でもある。日本神話によれば、黄泉の

国から帰った伊耶那岐神は、筑紫の日向で死の穢れを祓い清めるために禊を行った。その際、左目を洗っ

たときに天照大神、右目を洗ったときに月読命、鼻を洗ったときに須佐之男命が出現したという。 

 天照大神は太陽神であり、須佐之男命が乱暴狼藉を働いたときに天の岩戸にこもったため暗闇の世界と

なった。慌てた神々は善後策を講じた。天宇受売命が踊り、神々が面白おかしくはやしたてたところ、天

照大神が興味をいだいて身を乗り出したところを外に連れ出し、ようやく世界に明るさが戻ったという伝

説が残っている。伊勢神宮の内宮や全国各地の神明社にまつられ、江戸時代には熱狂的な伊勢参りが流行

した。レムリア・ルネッサンスの霊言では、主に女性の法を説いている。 

 

③武甕槌神(タケミカヅチ-ノ-カミ)、石上神宮。 

武甕槌は、雷神、剣神とされ、相撲の元祖とされる神である。『古事記』では建御雷之男神・建御雷神、『日本書
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紀』では、武甕槌、武甕雷男神などと表記される。神産み：神産みにおいて伊弉諾尊（伊邪那岐・ｲｻﾞﾅｷﾞ）が火神軻

遇突智（カグツチ）の首を切り落とした際、十束剣「天之尾羽張（ｱﾒﾉｵﾊﾊﾞﾘ）」の根元についた血が岩に飛び散って

生まれた三神の一柱である。剣の名は伊都尾羽張（イツノオハバリ）という。『日本書紀』では、甕速日神（ミカハヤヒ

ノカミ）という建御雷の租が生まれたという伝承。 

神武東征（じんむとうせい）：建御雷（タケミカヅチ）の剣が、熊野で手こずっていた神武天皇を助けている。熊野

で熊が出現したためあるいは毒気によって、神武も全軍も気を失うか、力が萎えきってしまったが、高倉下（ﾀｶｸﾗｼﾞ）

が献上した剣を持ち寄ると天皇は目をさまし、ふるうまでもなく自ずと熊野の悪神たちをことごとく切り伏せることがで

きた。神武が事情をたずねると、高倉下の夢枕に神々があらわれ、アマテラスやタカミムスビ（高木神）が、かつて葦

原中国の平定の経験あるタケミカヅチにいまいちど降臨して手助けせよと命じるいきおいだったが、建御雷は、か

つて使用した自分の剣をさずければ事は成ると言い、（高倉下の）倉に穴をあけてねじこみ、神武のところへ運んで

貢がせたのだという。その剣は布都御魂（ﾌﾂﾉﾐﾀﾏ）ほか佐士布都神（ｻｼﾞﾌﾂﾉｶﾐ）、甕布都神（ﾐｶﾌﾂﾉｶﾐ）の別名でも

呼ばれている（石上神宮のご神体である）。 

日向（ﾋﾑｶ）・卑弥呼（ﾋﾐｺ）は、弥生時代後期における倭国の女王である。邪馬台国を治めた。魏志倭人伝によ

れば、「卑弥呼」と称され、鬼道を使い衆を惑わしたという（鬼道や惑わすの意味は不明）。239 年と 243 年に中国の

魏に使者を派遣している。また、朝鮮半島の三国史記によれば、173 年に新羅に使者を派遣している。日向の死後、

男王が立ったが治まらず、壹與（ﾄﾖ）が女王になってようやく治まったと記録されている。なお、その墓は箸墓古墳で

あるとされている。レムリア・ルネッサンスの霊言では、主に巫女の役割、霊界通信、女性の法などを説いている。 

④経津主神(ﾌﾂﾇｼ-ﾉ-ｶﾐ)、春日大社。 

経津主神は日本神話に登場する神で、別名、斎主神（ｲﾜｲﾇｼﾉｶﾐ）、伊波比主神（ｲﾜｲﾇｼﾉｶﾐ）。経津主神は武

甕槌神と関係が深いとされ、両神は対で扱われることが多い。春日大社では経津主神が建御雷神らとともに祀られ

ている。これは香取神宮・鹿島神宮のある常総地方が中臣氏（藤原氏）の本拠地だったため、両社の祭神を勧請し

たものである。また、鹽竈神社でも経津主神・建御雷神がシオツチノオジとともに祀られている。 

経津主神の正体や神話の中で果たした役割の諸説がある。神武東征で武甕槌神が神武天皇に与えた布都御

魂（ﾌﾂﾉﾐﾀﾏ）の剣を神格化したとする説がある。『古事記』では、建御雷之男神の別名が建布都神（ﾀｹﾌﾂﾉｶﾐ）また

は豊布都神（ﾄﾖﾌﾂﾉｶﾐ）であるとし、建御雷之男神が中心となって葦原中国平定を行うなど、建御雷之男神と経津

主神が同じ神であるかのように記載している。布都御魂を祀る石上神宮が物部氏の武器庫だったとされることから、

経津主神も本来は物部氏の祭神だったが、後に擡頭する中臣氏の祭神である建御雷神にその神格が奪われたと

考えられている。 

 

⑤誉田別命(ﾎﾝﾀﾞﾜｹ)、石清水八幡宮。 

概要：誉田別命とも呼ばれ、応神天皇と同一とされる。八幡大菩薩（ﾊﾁﾏﾝﾀﾞｲﾎﾞｻﾂ）と称し、神社内に神宮寺が

作られた。八幡神（ﾔﾊﾀﾉｶﾐ､ﾊﾁﾏﾝｼﾞﾝ）は、清和源氏、桓武平氏など全国の武家から武運の神（武神）「弓矢八幡」

として崇敬を集めた。現在の神道では、八幡神は応神天皇（誉田別命）の神霊で、欽明天皇 32 年（571 年）に初め

て宇佐の地に示顕したと伝わる。応神天皇（誉田別命）を主神として、比売神、応神天皇の母である神功皇后を合

わせて八幡三神として祀っている。ある神社では、八幡三神のうち、比売神や、神功皇后に代えて仲哀天皇や、武

内宿禰、玉依姫命を祀っている神社も多くある。 

比売神：アマテラスとスサノオとの誓いで誕生した宗像三女神（多岐津姫命・市杵嶋姫命・多紀理姫命の三柱）と

され、筑紫の宇佐嶋（宇佐の御許山）に天降られたと伝えられている。 
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宗像三女神は、海人集団の祭る神で、神功皇后の三韓征伐の成功により、崇拝する宗像三女神は神として崇拝

を受けられた。宗像三女神は、八幡神の顕われる以前の地主神とされる。 

比売神は八幡神の妃神、伯母神、あるいは母神としての玉依姫命や、応神天皇の皇后である仲津姫命とする説

がある。近年では比売神はヒミコでありアマテラスであるという異説やシラヤマヒメという異説も登場している。 

神功皇后：応神天皇は母の胎内ですでに皇位に就く宿命にあったため「胎中天皇」とも称されたことから、皇后

への信仰は母子神信仰に基づくと解釈されることもある。三韓征伐に協力した胸形氏らの崇拝する宗像三女神や

住吉三神や天照大神など数多くの神を各地で祭った。 

皇祖神：八幡神は、応神天皇の神霊とされたことから皇祖神としても位置づけられ、天照皇大神に次ぐ皇室の守

護神とされていた。誉田八幡宮の創建と応神天皇とのつながりが古くから結び付けられ、皇室も宇佐神宮（宇佐八

幡宮）や石清水八幡宮を伊勢神宮に次ぐ第二の宗廟として崇敬した。 

⑥表筒男命(ｳﾜﾂﾂｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ)、⑦中筒男命(ﾅｶﾂﾂｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ)と⑧底筒男命(ｿｺﾂﾂｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ)、住吉大社。 

概要：住吉三神とは、住吉大神ともいい、イザナギの禊ぎによって生まれた神々である『古事記』。住吉三神（ｽﾐﾖ

ｼｻﾝｼﾞﾝ）は、神道で信仰される神で、底筒男命（ｿｺﾂﾂﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、中筒男命（ﾅｶﾂﾂﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、表筒男命（ｳﾜﾂﾂ

ﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）の総称である。 

  

表 4-2.七人天使（聖書・聖典・経典から）+２神(AD600 頃～)  

 

 

住吉三神とは、住吉大社にともに祀られている息長帯姫命（神功皇后）を含められ、海の神、航海の神、また和

歌の神とされる。神仏習合の思想では、それぞれ薬師如来（底筒男命）、阿弥陀如来（中筒男命）、大日如来（表筒

男命）を本地とすると考えられた。表 4-2は七人天使（聖書・聖典・経典から）+２神(AD600頃～) である。   

住吉三神の誕生：伊邪那岐尊と伊邪那美命は国生みの神として大八島を生み、多くの神を生んだ。そこで、伊邪

那美命が火之迦具土神（ヒノカグツチ-ノ-カミ）を生んだ時に大火傷を負い、黄泉国（死の世界）に旅立った。その

後、伊邪那岐尊は、黄泉国から伊邪那美命を引き戻そうとするが果たせず、「筑紫(ﾁｸｼ)の日向(ﾋﾅﾀ)の橘の小戸

の阿波岐原（ｱﾜｷｶﾞﾊﾗ）」で、黄泉国の汚穢を洗い清める禊を行った。それから底筒男命が瀬の深い処で、中筒男
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命が瀬の流れの中間で、表筒男命が水表面で誕生した。表 4-3 は神の誕生と天照大神(古事記)の表記である。 

 

表 4-3.神の誕生と天照大神(古事記)の表記 

誕生順 1 2 3 

神 名 少童命(ﾜﾀﾂﾐﾉﾐｺﾄ) 筒男命（ﾂﾂﾉｦﾉﾐｺﾄ） 天照大神 

内 訳 

底津少童命 

（底津綿津見神） 

底筒男命（ｿｺﾂﾂﾉｦﾉﾐｺﾄ）  

（底筒男、底筒雄、底筒之男命） 

初代天照大神（卑弥呼） 

 

2 代目天照大神（台与：卑

弥呼の親族で 13 歳の少

女） 

 

中津少童命 

（中津綿津見神） 

中筒男命（ﾅｶﾂﾂﾉｦﾉﾐｺﾄ） 

（中筒男、中筒雄、中筒之男命） 

表津少童命 

（上津綿津見神） 

表筒男命(ｳﾜﾂﾂﾉｦﾉﾐｺﾄ) 

（上筒男、表筒男、表筒雄、上筒之男命） 

特 徴 阿曇連が祭祀 住吉大神 皇祖神 

 

（1）海（ﾜﾀ）の底に沈んで禊して生んだ神は、底津少童命(ｿｺﾂﾜﾀﾂﾐﾉﾐｺﾄ)で、次に生んだ神は、底筒男命。 

（2）潮(ｼｵ)の中に潜って禊して生んだ神は、中津少童命（ﾅｶﾂﾜﾀﾂﾐﾉﾐｺﾄ）で、次に生んだ神は、中筒男命。 

（3）潮(ｼｵ)の上に浮いて禊して生んだ神は、表津少童命(ｳﾜﾂﾜﾀﾂﾐﾉﾐｺﾄ)で、次に生んだ神は、表筒男命である。 

 

5.意賀美神社の鳥居測量と写真と数値解析 

5-1.意賀美神社の鳥居の写真 

 

 

 
  

写真 5-1.一の鳥居 写真 5-2.中の鳥居 写真 5-3.東の鳥居と扁額 

 

    

写真 5-4.皇祖鳥居 写真 5-5.明治神宮鳥居 写真 5-6.琴平神社鳥居 写真 5-7.稲荷神社鳥居 
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写真 4-8. 意賀美神社における稲荷神社鳥居、手前の１基は中、奥 11期は小および右図は側面 

 

5-2.意賀美神社の鳥居の測量値と回帰方程式 

表 5-1 は、意賀美神社の鳥居測量である。神社の鳥居に対して、柱断面(円周と直径)、柱内側の幅(内側間と中心間)、

貫高さ(下点と上点)、笠木高さ(下点と上点と頂点)を区分して計測資料を表示である。 

 

表 5-1.意賀美神社の鳥居測量値（m） 

 

 

柱間距離では、最大値は正面鳥居（2.92m）、平均値は 1.93m と最小値は稲荷神社の小鳥居（1.38ｍ）である。 

貫下の高さは、最大値は正面鳥居（2.94m）、平均値は 2.19m と最小値は稲荷神社の小鳥居（1.86ｍ）である。 

貫上の高さは、最大値は正面鳥居（3.22m）、平均値は 2.38m と最小値は稲荷神社の小鳥居（2.00ｍ）である。 

笠木上の高は、最大値は一の鳥居（3.68m）、平均値は 2.68m と最小値は稲荷神社の小鳥居（2.15ｍ）である。 

笠木上の高は、最大値は一の鳥居（3.94m）、平均値は 2.88m と最小値は稲荷神社の小鳥居（2.28ｍ）である。 

反り増し高さは、最大値は一の鳥居（4.09m）、平均値は 3.24m と最小値は琴平神社の鳥居（2.37ｍである 

意賀美神社には、12基の鳥居があり、測量値を行った。 

 

図 5-1は意賀美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。Ｘ表示は笠木上で、▲表示は笠木

下のデータである。意賀美神社の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）の曲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)=  -0.222 X2 +2.266X -0.629  ……決定係数(R2 =0.9824) …測量値……(5-1) 
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Y(笠木下の高さ▲)=  -0.201X2 +2.067X -0.439  ……決定係数(R2 =0.9827)  …測量値……(5-2) 

 

笠木上と笠木下の勾配は、2.266 と 2.067 で、その差は 0.199 である。笠木上と笠木下の決定係数は,0.9824 と 0.9827

で、その差は 0.003 であることが判明した。 

 

  

図 5-1.意賀美神社の笠木の測量図（m） 図 5-2.意賀美神社の貫の測量図（m） 

 

図 5-2 は意賀美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。意賀美神社の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

曲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■) = -0.187 X2 +1.862X -0.372  ……決定係数(R2 =0.986) …測量値……(5-3) 

Y(貫下の高さ◆) = -0.169 X2 +1.659X -0.228  ……決定係数(R2 =0.981) …測量値……(5-4) 

 

貫上と貫下の勾配は、1.862 と 1.659 で、その差は 0.203である。貫上の勾配は貫下より大である。貫上と貫下の決定係

数は 0.986 と 0.981 で、その差は 0.005 であることが判明した。 

     

6.意賀美神社の石灯籠と考察 

 
   

 

写真 6-1. 拝殿前 写真 6-2.拝殿前 写真 6-3.拝殿横 写真 6-4.稲荷鳥居 写真 6-5.稲荷神社 

 

正面鳥居から神社本殿方向へ向かう参道の両側に並んでいる灯籠である。写真 6-1 は拝殿前、写真 6-2 は拝殿前、

写真 6-3 は拝殿横、写真 6-4 は稲荷鳥居、写真 6-5.稲荷神社の灯籠である。 
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写真 6-6.中央部 写真 6-7.琴平神社 写真 6-8.琴平鳥居 写真 6-9.中鳥居 写真 6-10.正面鳥居 

 

写真 6-6 は中央部、写真 6-7 は琴

平神社灯籠で、写真 6-8 は、琴平鳥

居で、写真 6-9 は中鳥居灯籠である。

写真 6-11 は正面鳥居で、 写真

6-12 は参道にある東鳥居である。意

賀美神社の灯籠の計測値について

考察を行った。灯籠の最大値は

3.62ｍ、平均値は 2.67m、最小値は

２．０４m である。その差は 1.58ｍである。建立年代は天保３（1835）年から昭和１５年[１９４０]年間である。灯籠は主

に正面から本殿に参拝する時に見られる参道の両側に整列している。 

 

  

表図 6-1.意賀美神社の石灯籠の計測値とグラフ 

 

表図6-1は意賀美神社の石灯籠とその高さである。意賀美神社の灯籠の解析値は、最大値2.98ｍ、平均値2.24 

ｍと最小値 1.55 である。意賀美神社の境内建築物と周辺にある灯籠の高さとの関係を究明するため考察おこなっ

た。その方法として、次のような 2 変数（X と Y）の 3 次回帰方程式（点線）と 2 変数（X と Y）の 2 次回帰方程式（践

線）を適用した。ここで、X は境内建築物で、Yは灯籠の高さである。決定係数は R2である。 

 

   

写真 6-11.正面鳥居 写真 6-12.参道東鳥居 



22 

 

Y(灯籠の高さ)= 0.119X+1.464……決定係数(R2 =0.970)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（6-1） 

 

２変数（X と Y）の 2次回帰方程式の決定係数は、0.970で高い信頼性があることを確認できた。 

 

7.おわりに 

7-1.飛鳥時代の第 27 代安閑天皇と大隅島の放牧 

飛鳥時代の第 27 代安閑天皇（531-536）の「大隅島」を挙げられる。安閑天皇紀２年、大連らへの詔―「宜しく牛

を難波の大隅島と姫島松原とに放つべし。願わくは名を後世に垂れむ」との記載である。それは、安閑天皇が大連

たちへ「大隅島と姫島に牛を放牧しなさい。後世までその名が残るように」と詔した―というのである。この時代の大

連は大伴金村と物部麁鹿火であった。「大伴 金村（ｵｵﾄﾓ-ﾉ-ｶﾅﾑﾗ）は、5～6 世紀にかけての豪族（大連）。大伴

室屋の孫である。物部麁鹿火（ﾓﾉﾉﾍﾞ-ﾉ-ｱﾗｶｲ）は、古墳時代の豪族。5～6 世紀初の政治家,父は物部麻佐良、母

は須羽直女、饒速日命を祖先と伝えられる氏族である。武烈・継体・安閑・宣化天皇の大連（ｵｵﾑﾗｼﾞ）。筑紫国造

磐井（ｲﾜｲ）の反乱を鎮圧した」。大隅島に放牧した利点は、①周りが海（川）、牛や馬が島から逃げ管理に便利で

ある。大隅島（現大桐）と姫島（姫島町）は、現在は陸地化、東淀川区と西淀川区に組み込まれ、淀川べりに展開す

る市街区であるのが共通する。 安閑天皇紀の記す大隅島と姫島が淀川の河口に横たわる三角州由来の島々で

ある。 

 

7-2.意賀美神社の社殿建築 

意賀美神社の建築様式として、統計分析値は、次のように要約できる。高さの最高値は本殿 9.45m、平均値 6.14m、

最小値は稲荷神社 3.94ｍである。間口の最大値は本殿 12.25m、平均値 7.72m、最小値は稲荷神社 2.23ｍである。

奥行きの最大値は本殿 5.82m、平均値 3.94m、最小値は幣殿 2.23ｍである。面積の最大値は本殿 71.30m2、平均

値 32.80 m2、最小値は稲荷神社 8.70 m2である。 

 

7-6.意賀美神社の経緯度の考察 

  

表 7-1.淀川南部、交野市内の神社の北緯と東経 図 7-1. 淀川南部、交野市内の神社の北緯と東経 

意賀美 

交野天

意賀美 
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図 7-1 は、意賀美神社（北緯 34度 44分 59.6秒 東経 135度 33分 2.6秒）と関連があると思われる神社と経緯

度との関係を考察した。ここでは、北緯 34度 20分から 35度 20 分間の値を縦軸（Y軸）として、意賀美神社に近い

神社をプロットした。意賀美神社の北緯 34 度 45 は、野里住吉神社の北緯（34 度 42 分）、田蓑神社の北緯 34 度

43 分および四條畷神社の北緯 34 度 44 分より北部にある。一方、意賀美神社の北緯 34 度 45 は、茨木神社の北

緯 34度 49分、志都岩屋神社の北緯 34度 51分、意賀美神社の北緯 34度 52分および物部神社の北緯 35度 09

分の南部にある。 

図 7-2 は、各神社における北緯と東経との関係を表示した。北緯は 34 度 34 分から 34 度 50 分まで鎮座し、東

経は１３５度 24 分から１３５度３５分までに鎮座している。意賀美神社の東経 135 度 33 分は、難波神社の東経 135

度 30分、安倍王子神社の東経 135度 30分および布忍神社の東経 135度 32分より左側にある。意賀美神社の東

経 135度 33分は、屯倉神社の東経 135度 33分、柴垣神社の東経 135度 33分および茨木神社の東経 135度 34

分より右側に鎮座している。 
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別表 1.意賀美神社年代順の内容 

和歴 西暦 内   容 

開化 02 
158

前 

第 9 代開化天皇（前 157-前 98）、饒速日命（ニギハヤヒ）の五世の子孫で物部氏の遠祖で

ある伊香色男（ｲｶｼｺｵﾉﾐｺﾄ）の邸宅がこの地にあり、その敷地内に鎮座していたという。

伊番色男命・伊香色女命の邸に高籠神を奉祀したと伝わる。 

履中元 400 17代履中天皇（400-405）。 

推古元 593 33代推古天皇（593-628）、御代、高麗の僧恵灌が草庵を営む(万年寺の起こり)。 

天平宝宇 4 760 47代淳仁天皇（758-864）、萬年通宝の鋳造。 

貞観 14 872 56代清和天皇（858-876）、万年寺開祖聖安上人が、天皇より神璽を賜り山上に勧請。 

延喜七 907 60代醍醐天皇（898-930）、藤原時平ら、『延喜格』をつくる。 

延長 5 927 60代醍醐天皇（898-930）、奏進された。 

康保 4 967 62代村上天皇（946-967）、『延喜式』は、施行された。 

安閑 6 536 27 代安閑天皇（531-536）：天皇 崩御 70 歳。皇后と妹の皇女とを、後日、天皇陵に合葬。 

応仁元 1467 106代後土御門天天皇（1464-1500）、応仁の乱（1467-1477）によって日吉神社が焼失する。 

天正 13 1585 106代正親町天皇（1557-1586）、豊臣秀吉が茶屋御殿を建立。大閤秀吉が、枚方城主・本

多政康の娘乙御前(ｵﾄｺﾞｾﾞﾝ)のために建立。 

慶長 5 1600 107代後陽成天皇（1586-1611）、 牧方城主・本多政康が一乗寺と共に日吉神社を再興し

た。 

延宝 07 1679 

113代後陽成天皇（1687-1709）、茶屋御殿が枚万宿の大火により焼失と伝わる。 

閑院宮載仁親王の御観戦跡碑が建立。親王は伏見宮、第 20 代邦家親王の皇子。伏見宮

邦家親王（1802-1872）は、江戸時代、幕末の日本の皇族。 

天保 6 
183

5 
岩田清庸は、『算学速成』をはじめとして五冊の著書を公刊し、算額を残す。 

文久元 1861 算額は摂津麻田藩の岩田清庸(せいよう)がこの神社に奉納した。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81
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明治 03 1870 

122 代明治天皇（1867-1912）、万年寺廃寺となる。 

明治 42（1909）10 月 14 日に岡村の鎮守神である日吉神社と須賀神社は意賀美神社に合

祀された。一番古い「意賀美神社｣の名が残されている。 

明治 05 1872 122 代明治天皇（1867-1912）、旧伊加賀村の氏神として、意賀美神社は村社に列せられた。 

明治 25 1892 122 代明治天皇（1867-1912）、万年寺跡地に、枚方尋常小学校が移転(9 月) 

明治 35 1902 122 代明治天皇（1867-1912）、枚百尋常高等小学校となり大正 15年現地へ移転。 

明治 37 1904 万年山古墳が発見された。青銅鏡八面等を出土。 

明治 42 1909 

122 代明治天皇（1867-1912）、10 月 14 日、岡村の鎮守神である日吉神社と須賀神社は意賀

美神社に合祀された。一番古い「意賀美神社｣の名が残されている。明治 42（1909）年 15 日

境内須賀神社の旧地である現鎮地に遷座。明治 42（1909）年 12月、神饌幣帛料供進社に指

定。 

昭和 03 
192

8 
忠魂碑、11 月に大阪造兵廠で製造された。 

昭和 05 
193

0 
忠魂碑、４月２９日竣功の「除幕式と招魂祭」を挙行と記録される。 

昭和 09 
193

4 
室戸大風害により社殿、社務所を大破、10 年 10月現社殿を復興した。 

昭和 62 
198

7 
124 代昭和天皇（1926-1989、 ２月に参集殿竣工なる。   

平成 06 
199

5 
125 代今上天皇（1989-）、｢意賀美神社崇散会｣が発足する。 

 


