




人が足を踏み入れない山中の大岩や崖、大木などを神の鎮座する神聖
な場所として崇め、祭事を行う時に建てられた神籬※1 などの祭壇を用い、
往古は常設ではなかった。元来は沖縄の村に見られる御嶽※2 のようなも
のだと考えられている。やがて仏教の伝来によって、寺院建築の影響を受
け拝殿や社殿が建てられ、現在のような神社の形になっていったとされる。
今でも古い神社では、磐座※3 などの手前に拝殿のみを建てているところも
ある。「参考例：山住神社（左京区）、大岩神社（伏見区）など」
神社に常に神が鎮座されるようになったのは、社殿が建てられるようにな
ってからと言われている。山を背後にもつ神社は、この磐座が起源とされ
るのが実に多い。「参考例：岩戸落葉神社（右京区）、岩座神社（左京区）、
松尾大社（西京区）、岩屋神社（山科区）など」

神社の起源

：神籬（ひもろぎ）／往古に神が宿るとされる山や岩、古木などの周囲に常盤木を植　
　　え、玉垣で囲み神聖域としたところ。
：御嶽 (うたき) ／沖縄の村に見られる森や石、古木などを最も神聖な場所とされる。
：磐座 (いわくら)／神の鎮座するところ。

神社の形態

「通り入る」または「鳥がとまる」ともいわれて、神域に入る門である。直線的な「神
明鳥居」と曲線的な「島木鳥居」に大別される。

高麗犬の意味で、神社の社殿の前に一対として置かれる。魔除けのためだといわれ、
古来は宮中の門扉や机帳、屏風などの動くのをとめるために用いた。一方が唐獅子、
一方が犬で「獅子狛犬」ともいう。狛犬の相は阿吽（あうん）という口を開いたもの
と閉じたものがあり、また角があるものや無いもの、玉や鞠を啣えているものなども
ある。珍しいものでは、狛猪や狛鼠、狛猿などもある。

随身する二神の像を左右に安置した門。　この二神は閽神（かどもりのかみ）、また
は看督長（かどのおさ）ともいう。現在では矢大神（臣）・左大神（臣）と呼ばれる。

御神体を安置する神社における最も大事な御殿。通常、神社の本殿の前には青・
赤・黄・白・紫の五色の幡が左右それぞれに懸けられている。そして向って右には
鏡と玉、左には同じく剣を吊り下げた真榊と呼ばれるものが立てられている。
この五色の幡は、天地自然、万物の運行の法則を表す陰陽五行の思想に基くもので、
この幡を懸けると「願い事が叶う」とされる。人間は自然の中の一部であることを自
覚し、生かされていることの幸せを原点としている。鏡は正直（徳）、剣は慈悲（正義）、
玉は智恵（生命力）を象徴しているともいわれている。

参拝者が祈願し、お祓いを受ける社殿である。

神官が祝詞を読み、お供えをする社殿である。

◆鳥　居

◆狛　犬

◆随身門

◆本　殿

◆拝　殿

◆幣　殿※1

※2
※3



神社の参道の中央は、神様が動くところといわれ、参道の中央を歩くのは出来るだ
け控える。境内は神域となり、鳥居をくぐるときは少しお辞儀をするのが礼儀。

お参りの前には必ず手水舎で手を清める。まず左手を清めてから右手を清め、次に
柄杓から右掌に水を溜め口に含んで口を濯ぎ、再び右手を清めた後ひしゃくを戻し、
ハンカチ等きれいな布で濡れた手を拭く。

なるべくご神前の中央には立たないようにし、また必ず小さなお辞儀をする。

次にお賽銭をお賽銭箱に納めるが、できる限りお金は硬貨でもポチ袋等に入れて納
め、無ければそっと入れる。投げ入れることは絶対に避けること。

神社参詣の作法

◆参道を進み鳥居をくぐる

◆手水舎で手を清める

◆神前に立つ

◆お賽銭を納める

◆参拝（一般的な神社の場合）

1.　

2.

3.

4.

鈴を鳴らす
鈴は自分の清い心を神様にお伝え申し上げるもので、無闇に鳴らしたり、乱暴
に鳴らすのは絶対に避ける。
２拝２拍手１拝を大きくゆっくりと行なう。
二礼 (九十度 )二拍手 (両手を合わせて右手を一間接程度引き下げる )一礼 (九
十度 )
ご神前では、必ず自分の住所氏名や年齢を小さな声で申し上げる。まず最初
には本日の参拝および日頃の平穏や無事などに対する感謝の言葉を捧げる。そ
して反省や懺悔、誓いの言葉を申し上げた後、願い事を申し上げるようにすること。
参拝が終われば、ご神前から退く際もまず小さなお辞儀をしてから退く。そして
神社から出るときも参道はなるべく端を歩き、神域から出る際には、社殿に向か
って一礼をすることを忘れずに。

京の神社

　右京区1／京北地域編
　右京区2／山間・中心部編
　上京区
　北区
　左京区1／山間・北部編
　左京区2／中心部編
　下京区
　中京区
　西京区
　東山区
　伏見区
　南区
　山科区

巻末付録
　日本の神 ・々八百万の神
　日本の神 ・々七福神
　行事・風習　豆知識
京の神社・索引
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京北地域編 秋葉神社（あきばじんじゃ）　右京区京北町下弓削町

出雲神社（いづもじんじゃ）　右京区京北中地町京北中地町平15-4

◆御祭神
 秋葉大神（あきばおおかみ）
◆由緒、創建等などは不明
国道162 号線を北上。下弓削バス停の手前、北
桑木材センターの横を左折して直進。川を越
えて四叉路を少し右に行くと、道沿の左手に
山へ登る入口がある。苔むしった道を少し行
くと灯籠と鳥居が見える。険しい山道を頂上
まで登ると、大きな岩を背に小さな祠があ
る。古い神社の形態である磐座信仰の一つ。

天雅神社（あまわかじんじゃ）　右京区京北下熊田町菅ヶ谷17
◆御祭神
 本社／天稚彦命（あめのわかひこのみこと）
    天津国玉命（あまつくにたまのみこと）
    下照比咩命（しもてるひめのみこと）
 末社／八幡宮：応神天皇（おうじんてんのう）
    五社稲荷神社：倉稲魂命
               （うかのみたまのみこと）

◆由緒等：創建等の由緒やご神徳など不明
◆祭：1月1日：歳旦祭 10月 15日：例祭

◆御祭神
 本社／大国主命（おおくにぬしのみこと）
    三穗津比咩命（みほつひめのみこと）
    下照比咩命（しもてるひめのみこと）
 末社／大川神社：御祭神不明
    山の神神社：御祭神不明
◆由緒等：創建等の由緒不明
◆祭：1月1日／歳旦祭10月 15日／秋祭
   12 月下旬／煤払祭（隔年）

周山街道の五本松から国道477号線に入る。府道 365 号線の下熊田バス停の先を右折す
ると参道がある。参道を登ると狭い境内に本殿や拝殿、末社などが鎮座している。

国道477号線から府道365号線へ入る手前に郵便局がある。その裏山に廃校となった学校
があり、運動場の奥にひっそり佇んでいる。

●あいうえお順に掲載。
●数字は地図上の所在地を示しま
す。詳しくは、住所を参考にしてく
ださい。
●神社名や祭神などが不明の神社
は掲載していません。
●正確な祭の日時などは、各神社
にお問い合わせ下さい。
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稲荷神社（いなりじんじゃ）　右京区京北赤石町

稲荷神社（岩松大明神）　右京区京北大野町

◆御祭神
　倉稲魂神（うかのみたまのかみ）
◆由緒等
　創建等の由緒は不明
府道 78 号線から赤石の集落へ向かい、少し
行くと道から離れた右手に見える。

府道365号線から明石川沿いに浅江へ向かっ
て行くと、宝林寺が左手に見える。その山
の斜面に小さな祠が点在している。

国道477号線から野上橋のバス停を右に上桂
川を渡って直進。民家の裏山に石段があり、
鳥居が何本も並んでいる。狭い境内には小
さな本殿と末社を祀る祠がある。

稲荷神社　右京区京北浅江町
◆御祭神
　倉稲魂神
◆由緒等
　創建等の由緒は不明

◆御祭神
　本社／倉稲魂神
　末社／八幡宮・御霊神社・日吉神社
◆由緒等：創建由緒は不明

稲荷神社　右京区京北上弓削町

国道162 号線を美山方面に向かい、普門院
を過ぎてしばらく走ると国道の右手に鳥居
が見える。

◆御祭神
　倉稲魂神
◆由緒等：創建由緒は不明

稲荷神社　右京区京北下町石山１

稲荷神社　右京区京北塔町

◆御祭神
　本社／倉稲魂神
　末社／御霊社：伊予親王（いよのしんのう）
　　　　　　　　藤原夫人
　　　　　　　　国狭立尊（くにさたちのみこと）
　　　　八幡神社：応神天皇
◆由緒等
　由緒書では創建はおよそ900年前とさ
　れ、貞治元年（1362）に常照皇寺開基
　の時に再建されたとある。
◆祭：周山街道の京北町を右折し、国道477号

線を殿橋バス停まで行き、橋を渡り左
折すると鳥居が見えてくる。その奥に
本殿や末社が鎮座する境内がある。

稲荷神社　右京区京北下弓削町
◆御祭神
　倉稲魂神
◆由緒等：創建等の由緒やご神徳など不明

◆御祭神
　倉稲魂神
◆由緒等：創建等の由緒やご神徳など不明

国道162号線を下弓削町まで行くと北桑木材
センターが左手に見える。その手前の道を左
折して弓削川を渡り、道が交錯する山手に小
さな公民館がある。その先に村があり、一つ
目の細い道を右折、林道の右手の山裾に鎮座
している。すぐ近くに秋葉神社がある。

府道 366 号線沿いの右手の雑木林の中にあ
るが、解りにくい。雑木林の道を進むと鳥
居が見え、その奥に洞窟があり、その中に
鎮座されている。
近くには山国護国神社と天満宮社がある。

1月22日／大祭
2月上午の日／初午祭
10月31日／御日待祭
11月8日／御火焚祭
12月29日／煤払祭
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稲荷神社　右京区京北矢代中町
◆御祭神
　倉稲魂神
◆由緒等
　創建等の由緒は不明
周山街道の五本松を左折、府道443号線を
矢代中町まで行く。松寿寺の横を過ぎて少
し進むと右に山へ登る階段がある。覆屋に
覆われた中に本殿がある。

貴船から府道361号線を芹生方面に向かう。
途中に灰屋の小さな村落があり、その手前
に灰屋川に掛かる細い橋がある。橋を渡っ
て進むと、木々に覆われた山裾に僅かに神
社が顔を出す。境内に古びた拝殿と小さな
本殿がある。本殿の両側に小さな末社が佇
んでいる。

周山街道の五本松を府道443号線方面に入り、府道365号線との分岐を右折。熊田方面
に向い、3筋目を左折して小さな川を渡ってしばらく進むと見えてくる。鳥居をくぐり
まっすぐな参道を行くと、鎮守の森に囲まれた拝殿や覆屋に覆われた本殿、末社がある。
覆屋の扉は開けられ、中に結構りっぱな本殿が鎮座している。

岩神神社（いわがみじんじゃ）　右京区京北熊田町雨ケ岳9
◆御祭神
　本社／猿田彦命（さるたひこのみこと）
　境内社／
　　白玉大明神：宇迦之御魂神他二神
　　　　　　　　（うかのみたまのかみ）
　　皇太神宮：天照大神（あまてらすおおかみ）
　　春日神社：天児屋根命（あめのこやねのみこと）
　　八幡宮社：応神天皇
　　天満宮：菅原道真
◆由緒等

◆ご神徳
　五穀豊穣・道中安全・家内安全・厄除
◆祭：1月1日／歳旦祭
　　　10月15日／例祭
　　　10月15日の後の休日／神幸祭

大神神社（おおかみじんじゃ／天照皇太后神宮）　   右京区京北灰屋町塩野１
◆御祭神
　本社／天照大神（あまてらすおおかみ）
　末社／八幡神社：応神天皇
　　　　大川神社：御祭神不明
　　　　稲荷神社：倉稲魂命
　　　　弁天宮：市杵島姫命
　　　　　　　　　　（いちきしまひめのみこと）

◆由緒等
　　創建等の由緒は不明
◆祭：：1月1日／歳旦祭
　　　　10月15日／例祭

春日神社（かすがじんじゃ）　右京区京北井戸町神子ノ市75
◆御祭神
　本社／武甕槌神（たけみかづちのかみ）
　　　　天児屋根命（あめのこやねのみこと）
　　　　比賣大神（ひめおおかみ）
　　　　經津主神（ふつぬしのかみ）
　末社／日吉神社：国狭立尊（くにのさたちのみこと）
　　　　八幡神社：応神天皇
◆由緒等：創建等の由緒やご神徳など不明
◆祭：1月1日／歳旦祭
　　　10月10日／例祭
　　　12月下旬／煤払祭
花背から下黒田方面に向かい、国道477号線
から府道61号線に入ると小山の下に鳥居が
見える。階段を登ると木々に覆われた境内に
本社が鎮座している。 境内は良く手入れがさ
れている。

ご鎮座は至徳3年（1386）と書かれてい
るが定かではない。現在の本殿は寛保
2 年（1742）に再建されたが、当時すで
に本殿・拝殿・頂参とともに経蔵があり、 
その中に胎蔵五部大乗経二百巻が納め
られていたという記録が残っているこ
とから、これ以前から建立されていた
ものとされる。

参道

山の樹間から顔をだす鳥居

本殿

拝殿と本殿、末社

参道前の鳥居
本殿
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当地は古代から藤原氏の領地であった
縁故から長和 2年（1013）に藤原氏の
氏神である大和の春日神社の祭神を勧
請して「宮野大明神」として建立。文永 2
年（1265）に全てが造営された。正中元
年（1324）に分村があり宮村、上村、下
村の氏神として祀っていたが嘉暦 3 年
（1329）に上村に神社が建立されて以
後、宮村・下村の氏神となっている。
現在の本殿は元禄 16年（1703）に造営
されたもの。「宮野大明神」の社名を「春
日大明神」とするため京都吉田二位殿に
願い出て認められ、以後「春日大明神」と
称し、明治 16年（1883）に「春日神社」
と公定された。

春日神社　右京区京北上黒田森ノ本20
◆御祭神
　本社／武甕槌神（たけみかづちのかみ）
　　　　 經津主神（ふつぬしのかみ）
　　　　 天児屋根命（あめのこやねのみこと）
　　　　 比賣大神（ひめおおかみ）
　本社／日吉神社：国狭立尊（くにのさたちのみこと）
　　　　 貴船神社：　　　　（たかおかみのかみ）
　　　　吉野神社：御祭神不明
◆由緒等
　嘉暦 3 年（1328年）に宮の春日神社を
　分祀して創立。
◆祭：１月１日／歳旦祭
　　　　2月11日／祈年祭
　　　１0月10日／例祭
　　　　11月23日／新嘗祭（にいなめさい）
花背から国道 477 号線を上黒田方面に向か
う。国道沿いにありすぐ解る。境内は良く手
入れがされており、拝殿を中央に右手に本
殿、左手に日吉神社がある。

国道 162 号線の笠トンネルを抜けて、府
道 363 号線の三叉路を左に曲がるとすぐ
に見える。社殿には神像四体が箱に納め
られて祀られている。

上黒田の春日神社から国道 477 号線を
進み、黒田トンネルの手前の左手にあ
る。覆屋に覆われた本殿の左右に末社
が並び、拝殿や末社の他に本殿の裏に
祭神不明の鳥居がある。光厳天皇ゆか
りの硯石や樹齢 350 年といわれる百年
桜や梅の古木など見るものが多い。

春日神社　右京区京北細野町東ノ垣内15
◆御祭神
　本社／武甕槌神
　　　　 經津主神
　　　　 天児屋根命
　　　　 比賣大神
　本社／大神宮社：天照皇大御神
　　　　　　　　　豊受大御神
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（とようけのおおみかみ）

　　　　八幡宮社：応神天皇
　　　　日吉神社：猿田彦命
　　　　愛宕神社：迦具土命（かぐつちのみこと）
　　　　松尾神社：大山咋命（おおやまくいのみこと）
　　　　稲荷神社：倉稲魂命
　　　　天満宮社：菅原道真
　　　　三所大明神（さんしょだいみょうじん）
◆由緒等
　創建は不明。明治40年に現在地に遷座

春日神社　右京区京北宮町宮野90
◆御祭神
　本社／武甕槌神
　　　　 經津主神
　　　　 天児屋根命
　　　　 比賣大神
　本社／日吉神社：国狭立尊
　　　　宇賀神社：宇賀魂命
　　　　　　　　　　　　（うがのみたまのみこと）

　　　　八幡神社：応神天皇
　　　　天照大神宮：天照大御神
　　　　春日神社：天児屋根命
　　　　松尾神社：大山咋神
　　　　平野神社：素盞鳴命
　　　　　　　　　　　　（すさのおのみこと）

　　　　稲荷神社：倉稲魂命
　　　　三輪神社：大己貴命（おおなむちのみこと）
　　　　天照大神宮：天照大御神
◆由緒等
　

◆祭：1月1日／歳旦祭
　　　 2月11日／祈年祭　　　
　　　6月30日／大祓（おおばらえ）
　　　10月10日／例祭
　　　11月23日／新嘗祭
　　　12月31日／大祓

末社／右：八幡神社他

国道からみた全景

本殿と小さな末社

正面の鳥居と百年桜（左手）

拝殿から本殿・末社群を望む

本殿
末社／左：日吉神社他
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賀茂神社（かもじんじゃ）　右京区京北中江町伝土16-2

国道477 号線を比賀江方面に進み、府道
366 号線の交差点を少し過ぎると中江
方面へ右折する。中江橋を渡りそのまま
道なりに左へ行くと山手の村に入る。少
し行くと山裾から神社へ登る細い山道
が右手にある。境内へ登る階段があり、
覆屋に覆われた中に小さな本殿が鎮座
している。

国道162 号線の笠トンネルを抜けるとすぐ
に右折。道なりに余野の村落に入り、西の山
手に向かうと鳥居が見えてくる。覆屋の中に
ある本殿はなかなかりっぱな彫刻が施され
ている。

九頭神社（くづうじんじゃ）　右京区京北細野町北谷17
◆御祭神
　本社／武内宿禰（たけのうちすくね）
　末社／白髭神社：武内宿禰
　　　　 稲荷神社：宇迦之御魂命
　　　　　　　　　（うかのみたまのみこと）
◆由緒、創建等不明。
◆祭：1月1日／歳旦祭
　　　10月15日／例祭
　　　

熊野神社（くまのじんじゃ）　右京区京北上弓削町宮ノ本22
◆御祭神
　本社／伊邪那美命（いざなみのみこと）
　　　　天照大神（あまてらすおおかみ）
　　　　応神天皇
　　　　天児屋根命（あめのこやねのみこと）
　
　末社／稲荷神社：倉稲魂命
　　　　大山祇神社：大山祇神
　　　　　　　　　　（おおやまつみのかみ）
◆由緒等

◆ご神徳
　農業、林業の振興・結婚、安産・子供の
　成長、学力向上・長寿・厄除・病気平癒
◆祭：1月1日／歳旦祭
　　　 2月17日／祈年祭
　　　 7月31日／總祈祷祭
　　　10月15日／例大祭・神幸祭
　　　11月23日／新嘗祭
　　　12月31日／大祓祭　
　

熊野神社　右京区京北井戸町神子ノ市75
◆御祭神
　本社／伊弉冉尊（いざなみのみこと）
◆由緒等：創建等の由緒やご神徳など不明
◆祭：1月1日／元旦祭
　　　 9月15日／豊穰祈願祭
　　　10月11日／例祭
　　　12月1日／御火焚祭
　　　12月下旬／煤払祭

国道162 号線を上弓削方面へ、上弓削の信号
から脇道に入り、しばらく行くと左手にある。
以外と境内は狭く感じるが、手入れが行き届
いている。

国道477号線の野上バス停を越え、小さな川
を渡ると左手の脇道へ入る。次の道を左に行
くと、広い駐車場がありその奥に社殿がある。

巨木に挟まれた鳥居と参道

境内へ続く参道

正面鳥居

覆屋に覆われた本殿

拝殿から本殿を望む

全景

◆御祭神
　本社／賀茂別雷神（かもわけいかづちのかみ）
　末社／貴船神社：
　　　　熊野神社：伊弉冊尊
　　　　　　　　　（いざなみのみこと）
　　　　日吉神社：国狭立尊
　　　　　　　　　湍津姫命
　　　　　　　　　（たぎつひめのみこと）
◆由緒、創建等不明。
◆祭：1月3日／正月祭
　　　 5月15日／例祭
　　　12月15日／御火焚祭
　　　12月15日／煤払祭

本殿内部

天福元年 (1233) の創立と伝えられ、当
時は熊野大権現と称した。寛正元年
(1460) の大火で本殿はじめとする社殿
を焼失。現在の本殿は安政 7 年 (1860)
に再建された。慶応 4 年 (1868) に熊野
神社と改称した。




