
現社名
野里

住吉神社
田蓑神社 姫嶋神社

大和田
住吉神社

御祭神
天住吉大神(底筒男命、
中筒男命、上筒男命、
神功皇后)

住吉四柱大神(表筒男
命、中筒男命、底筒男
命、神功皇后)

阿迦留姫命、住吉大神
底筒男命、中筒男命、
表筒男命、神功皇后

キーワード

仁徳天皇の皇后、万葉
歌人・大伴家持、一夜
官女[文化財）、細川家
内紛、島村蟹

伊勢神宮の天照皇大
神、神功皇后、三韓征
討、徳川家康

応神天皇の時代、女神
(アカルヒメ)、戦国時代、
万葉集

黄泉国、神功皇后、仲
哀天皇、源九郎判官、
和歌の名所

神社創建 永徳２（１３８２）年 貞観11(869)年 不祥 正和2（１３１３）年

宮司 鎌田　義昭 平岡　努 鈴木　孝 中井　秀樹

記　録

万葉集、一夜官女、野
里の渡し 1889（明治

22）年からの改修工事
古今、新千載

古事記、日本書紀、
続日本紀、摂津風土

記、　　万葉集、続古今
万葉集、名寄、湘久

旧社格 村社 郷社 郷社 村社

例　祭
一夜官女・例祭2月20

日、夏祭8月1日
夏祭8月１日、

秋祭１０月１6・17日、

例祭2月20日、

夏祭７月20日
夏祭８月１日、
秋祭１０月１７日

郵便番号 555-0024 555-0001 555-0033 555-0032
鎮座地と
標高（ｍ）

西淀川区野里
1-15-12  標高（1ｍ）

西淀川区佃

1-18-14標高（0ｍ）

西淀川区姫島
4-14-2標高（0ｍ）

西淀川区大和田
5-20-20標高（1ｍ）

北緯（N) 34°42′35″ 34°43′07″ 34°42′16″ 34°42′32″

東経（S) 135°27′46″ 135°26′54″ 135°27′12″ 135°26′37″

電話番号 06-6471-0277 06-6471-5416 06-6471-5230 06-6471-5353

FAX番号 06-6471-0277 06-6471-5059 06-6471-5353

交通手段
市バス・阪神バス「野里」
ＪＲ神戸線「塚本駅」西

阪神電車「千船駅」
北へ700m徒歩10分

阪神本線「姫島駅」
南西200m

阪神本線「千船駅」
南へ500m

社殿様式 流れ造 住吉造 住吉造 住吉造

正面間口 16.2m 12.4m 8.3m 10.5m

奥行き 17.2m 4.9m 13.3m 13.1m

拝殿高さ 7.9m 6.8m 5.0m 6.4m

本殿高さ 8.8m 分離 7.1m 5.0m

鰹木 5本 18本 5本 5本

鳥居 ５基 ５基 ４基 ５基

正面鳥居
の高さ（ｍ）

6.27m 4.12m 5.25m 4.88m

大阪市、野里住吉・田蓑・姫嶋・大和田住吉神社の詳細資料

Summary of Nozato-Sumiyoshi, Tamino, Himejima and
Owada-Sumiyoshi Jinjya Shrine in Osaka-city



現社名
福

住吉神社
鼻川神社 五社神社

大野百島
住吉神社

御祭神
住吉四柱大(表筒男命、中
筒男命、底筒男命、神功
皇后)

神功皇后、素盞鳴尊(すさ

のおのみこと)

本殿五柱神(天照大御神、
豊受大神、素盞鳴尊、火
之迦具土神、住吉大神)

底筒男命、中筒男命、表
筒男命、神功皇后

キーワード
後光明天皇、海の守護
神、四貫島住吉神社

八坂神社、神功皇后、かし
わの渡し、万倍の地、淀川
改修工事

天照大御神、靖国神社、
龍王社、津田常則、西島
住吉神社

大字百島字上の島、阪神
淡路大震災、社務所も修
改築

神社創建 明暦2(1656)年 不祥 元禄元(1688)年 正保元(1644)年

宮司 加藤　幸男 下垣　太 諏訪　光子 中井　秀樹

記録

旧社格 村社 無格者 村社 村社

例　祭
例祭2月２０日、

夏祭8月1日
夏祭海の日、前後土、日、

例祭１０月１8日、
夏祭７月16日、

秋祭10月２6日
例祭10月17日、

夏祭8月１日

郵便番号 555-0034 555-0023 555-0041 555-0044
鎮座地と
標高（ｍ）

西淀川区福町
2-15-6標高（0ｍ）

西淀川区花川
2-1-12標高（3ｍ）

西淀川区中島
1-2-8標高（0ｍ）

西淀川区百島
1-3-98標高（0ｍ）

北緯（N) 34°41′49″ 34°42′22″ 34°42′23″ 34°41′49″

東経（S) 135°26′27″ 135°27′55″ 34°42′23″ 135°26′27″

電話番号 06-6472-4640 06-6471-3903 06-6472-2727 06-6472-0094

FAX番号 06-6472-4640 06-6473-1986 06-6472-2727 06-6475-3115

交通手段
阪神西大阪線「福駅」

西へ500m
阪神姫島駅東へ

ＪＲ「塚本駅」西へ800m
阪神西大阪線

「出来島駅」下車徒歩8分
阪神電車西大阪線
福駅西へ500m

社殿様式 流れ造 神明造 権現造 住吉造

正面横 6.1m 9.1m 6.0m 7.3m

奥行き 11.9m 14.1m 9.1m 12.4m

拝殿高さ 4.5m 6.1m 5.5m 5.7m

本殿高さ 4.5m 2.3m 5.5m 5.7m

鰹木 無 3本 3本 無

鳥居 ６基 ３基 ８基 ５基

正面鳥居
の高さ（ｍ）

3.73m 5.04m 4.93m 4.02m

大阪市、福住吉・鼻川・五社・大野百島住吉神社の詳細資料

Summary of Fuku-Sumiyoshi, Hanakawa, Gosya and
Ono-hyakusima-Sumiyoshi Jinjya Shrine in Osaka-city


