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＜近畿＞ 

栗東観光案内所  
菌神社、安養寺、⼩槻⼤社、五百井神社、⾼野神社、⼤宝神社、九品の滝、⾦勝寺、狛坂磨崖仏など、市内には
沢山のパワースポットが点在している。また、「目川瓢箪」は無病(六瓢)息災の縁起物として人気がある。馬の蹄
鉄も販売されていて、馬は人間を踏まないことから、安全のシンボルや厄除けのお守りとして、ラッキーグッズ
として人気。 
 
天橋⽴駅観光案内所 
■天橋⽴観光協会の「滝⾏体験」の場所である「⾦引の滝」は、京都府で唯一『⽇本の滝 100 選』に選ばれてお

り、⾼さ約 40m・幅約 20m、滝つぼが無いので滝の近くまで⾏くことが出来るため、⽔の迫⼒を感じること
ができる。この辺り一帯がマイナスイオンであふれている。 

■元伊勢籠神社は、本殿には伊勢神宮と籠神社でしか⾒ることのできない「五色の座玉」が据えられている等、
丹後の一の宮で「元伊勢」というだけあって伊勢神宮と深いつながりを持つ。本殿の手前の重要文化財の「魔
除の狛犬」にも岩⾒重太郎との伝承が残る。代々籠神社の宮司を務める海部一族は、主祭神の彦

ひこ
火
ほ

明
あかりの

命
みこと

の子
孫にあたり、その家系図は国宝として保管されている。 

■籠神社の奥宮、眞名井神社は、籠神社の裏山へ 500ｍ程歩いたところにある。「眞名井」という名前は、井⼾
や⽔を誉め讃えた⾔葉である。「天の眞名井の⽔」は、 天

あめの
村 雲
むらくもの

命
みこと

が⾼天原(神様の世界)へ⾏き、神々が使う
⽔を⻩⾦の鉢に⼊れて持ち帰ったと伝えられている。また、この奥の山全体が⽴ち⼊り禁⽌となっており、神
様が鎮座していたとされる２つの磐座(いわくら)があり、拝殿の真後ろにある主座に豊受⼤神が、⻄座には天
照⼤神、伊射奈岐⼤神、伊射奈美⼤神が祀られている。2500 年前から、そのままの形で祀られているとされ
る古代の祭祀場である。眞名井神社は、別名を久志

く し
濱 宮
はまのみや

という。この「くし」とは、不思議なパワーの源とい
う意味の「奇し」から来ていると⾔われている。眞名井神社の⿃居が向いている⽅向は、天橋⽴である。その
⽅角の浜を「久志濱」と呼んでいた。 

■智恩寺の「文殊堂の十⽇ゑびす」は江⼾時代より続いており、縁起物としてこの辺りではよく知られている。
⼜、その智恩寺の山門前の茶屋が４軒並んだ四軒茶屋には、⾷べると智恵を授かるという『智恵の餅』がある。
その場でも⾷べられるので、⾷べ比べもできる。 

 
阪急京都観光案内所・烏丸  
当案内所から徒歩 20 分程のところに御⾦

み か ね
神社という⾦色の⿃居の神社がある。テレビで京都の⾦運アップパワ

ースポットとして紹介されたこともあり、去年の年末から年始にかけてたくさんの観光客が場所を聞きに来られ
た。もともと個人の屋敷内に⾦山毘古命を祭神とする邸内社として建てられ、祀られていたようだが、⾦属にゆ
かりのある祭神ということで参拝を願う人々が絶えず、そのため 1883 年(明治 16 年)10 月 6 ⽇に現在地に移
転し、社殿が建⽴されたようである。さらに東へ⾏けば江⼾時代、徳川家康により設けられた「⾦座」と「銀座」
があり、江⼾幕府の⾦貨鋳造を担い、各地の⾦銀細⼯業者が多く住んでいた「両替町通り」があったため、崇敬
者が多く、⾦属が転じてお⾦に纏わる神社となっていったといわれている。 
 
難波観光案内所/総合インフォメーションセンターなんば  
■住吉⼤社:体⼒・智⼒・財⼒・福⼒・寿⼒(寿命⼒)の 5 つの運⼒が授けられ、願い事が叶うといわれる「五⼤

⼒」の⽯拾いなど、ご利益をいただきに多くの人が訪れている。  
■⽯切劔箭神社:「⽯切さん」や「デンボ(腫れ物)の神さん」の呼び名で親しまれている。主に病気平癒を願う人々
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が絶えずお参りに訪れ、お百度参りをする人も多いそう。       
■紀三井寺:ご縁結びと商売繁盛。楼門をくぐると 231 段の急な⽯段があり、登り終えた先で参拝する。この⻑

く苦しい⽯段を登った参拝者だけが神様にお願いごとをすることができる。 
■ビリケンさん:⼤きく突き出したビリケンさんの“⾜の裏を触る”とご利益があるといわれている。願いを込め

て、撫で撫で︕         
■難波八阪神社:参拝すると勝負運が付くと評判のパワースポット。受験生はもちろん、スポーツ選手も⾜繁く

通う有名な場所。受験、就活、恋愛など、何かにトライしたいときは、ぜひお参りを。   
■サムハラ神社:厄除けの指輪のお守りが⼤人気。        
■御霊

ごりょう
神社:縁結びの神様        

■全興寺:地獄と極楽が一度に体感できる。       
■家原寺

え ば ら じ
:堺市、津久野から徒歩 10 分。受験成就の⾔い伝えがあり、ハンカチに合格祈願を書いて境内に掲示す

ると叶うとされている。今の時期は境内がハンカチでまっ白に︕   
■安倍晴明神社:陰陽師・安倍晴明の生誕の地        
■四天王寺 ⻄門に沈む⼣⽇:春分の⽇と秋分の⽇に門の中⼼に落ちる⽇を⾒ることができると良いとされてい

る。多くの⾒物客で埋まる。 
 
堺東観光案内所  
江⼾時代より福を招く縁起物として「福助人形」がある。堺市にゆかりのある福助株式会社から市へ寄贈され、
毎年 1 月に山⼝家住宅などで展示をしている。 
 
りんくうプレミアム・アウトレット インフォメーションセンター  
■奈加美神社:「成就なす」で有名な神社。地元・泉州名産の⽔ナスをモチーフに作った⼟鈴などの縁起物も人気。

ナスはあだ花がなく、よく実を結ぶことや、「なす」「成す」「成る」という音の響きから、古い時代より縁起の
良い物とされ、よく実を結ぶ事から願いが叶う「成就」にも通じる。御朱印を頂くと、朱印の隣に愛しい⽔ナ
スモチーフの「紫印」も。御朱印の他、御守、⼟鈴、手⽔舎の⽔⼝に⾄るまで「⽔ナス」がいっぱいのパワー
スポット。       

■犬鳴山七宝瀧寺:今から約 1300 年前に開祖された⽇本最古の修験根本道場。⼥性も修⾏できる⾏場として知
られ、そんな犬鳴山は「⼥人⼤峯」とも呼ばれる。犬鳴山の名の由来は猟師と義犬の伝説にあり、犬鳴山中に
ある著名な 7 つの滝を⾦銀などの七宝に例え、七宝瀧寺と名付けられた。弘法⼤師空海により、この 7 つの滝
に七福神を祭祀されたため、一度この山を参詣すれば、七福神・不動明王の霊気を受け、福徳増進するとも⾔
われる。 

 
新神⼾駅観光案内所  
■”生田神社はお正月に門松を飾らない⁉”:生田の神は元々、新神⼾駅そばの砂 山

いさごやま
に祀られており、山一面に松

の木を茂らせていた。ある時、洪⽔で流されそうになった際に、茂らせた松が全く役に⽴たなかったため、そ
れ以来松を嫌うようになったといわれている。そのことから、今でも生田神社はお正月には「門松」を⽴てず、
「杉飾り」を⽴てている。そして、今の神社の境内の生田の森には松が 1 本も生えていないということである。 

 
神⼾市北野観光案内所  
北野の異人館ではパワースポットしていちばん有名なのは「山手八番館のサターンの椅子」。座ってお願いする
と願いがかなうと⾔われており、男性⽤と⼥性⽤のそれぞれ 1 脚ずつある。だいぶ前になるが、テレビの世界仰
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天ニュースで取り上げられ一躍有名になった。最近でも「願いがかなう椅子のある異人館はどこですか」との質
問がお客様よりある。 
 
中国⾃動⾞道 ⻄宮名塩サービスエリア 下り線インフォメーション  
近隣の有馬温泉にはパワースポットと呼ばれるものがたくさんあり、中でも「三社巡り」が有名。湯泉神社(子授
けの神)・⽔天宮(龍の気が満ちる)・有馬天神社(⾦の気が満ちる)を参拝することをいう。三角形の形に配された
この三社を結ぶラインは有馬温泉パワースポットトライアングルといわれ、この三社をめぐることによってご加
護を授かることができるといわれている。 
 
奈良市奈良町南観光案内所 『⿅の⾈』  
■御霊神社(奈良市):桓武天皇により 1200 年前に建⽴された、縁結びや書の上達のご利益があるとされる神社。

境内は季節によって桜や牡丹などの花で彩られる。当施設からほど近い場所にあり、奈良町では古くから”ご
りょうさん”と呼ばれ、親しまれている。 

■春⽇原始林(奈良市):市街地に隣接している珍しい原始林(世界文化遺産)。春⽇⼤社の聖域として 9 世紀に狩
猟や伐採が禁⽌され、⻑く守られてきたため、手つかずの⾃然の姿が残されている。地域の人々が「春⽇さん
の森」と敬意と親しみを持って呼ぶ森は、深い静寂の中に⿃の声や川のせせらぎが響き、悠久の時を経た巨木
が訪れる者を⾒守る。 

■柳生の一⼑⽯(奈良市):天乃⽯⽴神社の奥にある中央で 2 つに割れた約 7m 四⽅の巨⽯。柳生一族剣⼠の柳生
宗厳が天狗を一⼑のもとに切り捨てたところ、2 つに割れた巨⽯が残ったという伝説が残っている。天乃⽯⽴
神社も 4 つの巨⽯をご神体とするなど、周辺に磐座信仰の痕跡を色濃く残す、神秘的なエリア。 

■玉置神社(十津川村):「選ばれし者しか辿り着けない」と⾔われる、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一
つである玉置神社。十津川村の南端、標⾼ 1,076m の玉置山の山中にあり、樹齢 3000 年を超える杉の巨樹群
が悠久の命のパワーを感じさせる神秘的な場所。商売繁昌、豊漁、悪疫退散などのご利益があるとされる。 

■⼤和野菜(縁起物):奈良県在来の伝統野菜の一つとして「⼤和野菜」に認定されている「祝だいこん」。透き通
った白い肌と「細く⻑い」形状、輪切りにした際の切り⼝が丸く「家庭円満」を連想させることから、奈良県
では雑煮に欠かせない⾷材の一つである。他にも雑煮に欠かせない縁起の良い⼤和野菜として、宇陀市特産の
「宇陀⾦ごぼう」がある。一般的なごぼうに比べて肉質が柔らかく、ごぼう特有の香りが濃いのが特徴。 

 
かしはら観光インフォメーションセンター神宮前  
⼤和三山の一つでもある香具山は、古代から『天』という尊称がつくほど神聖視され、万葉集にも数多く歌われ
ている山。香具山やその周辺には、神話の中で一番初めに出現した国常⽴神を祀る国常⽴神社や、天照⼤神を祀
る天岩⼾神社、ト事占兆を司る櫛真知神を祀る天香山神社などがある。また月の誕生⽯・蛇つなぎ⽯と呼ばれる
謎に満ちた不思議な⽯も点在する神秘のパワーを秘めた山。 
 
熊野本宮観光協会  
■「ちちさま」:熊野本宮⼤社旧社地から音無川を 500m ほど遡ったところに「ちごの⾕」という⽀流があり、

その⽀流を更に 100m ほど⼊ったところに、乳子
ち ご

⼤師
だ い し

といわれる⽯仏を祀った場所がある。この⽯仏の上の岩
壁には、張りのある豊かな乳房を思わせる 2 つの丸い⽯が並んでいる。それら 2 つの⽯は人為的に作ったもの
ではなく、⾃然に出現したもので、「ちちさま」と呼ばれ、乳の少ない⼥性が願をかけると乳が出るようになる
と伝えられている。粉ミルクのない時代、それは切実な⺟の祈りであったことであろう。⺟乳に⾒⽴てられた
12 本の白い糸に餅や菓子を添えてお供えし、お願いしたといわれている。現在も「おっぱいの神様」「子育て
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の神」として信仰されている。 
 
はしもと広域観光案内所  
和歌山県橋本市にある学文路天満宮は、主祭神に学問の神様、菅原道真公を祀っている。最寄り駅の南海⾼野線
学文路駅の⼊場券は受験のお守りとしても人気があり、受験シーズンには⼤勢の参拝客が訪れている。学文路天
満宮は北野天満宮の分霊をこの地に勧請し、本殿は京都の北野天満宮に向かって建てられている。本殿横には撫
で⽜があり、学業成就には頭を、病気平癒にはその箇所を⼼を込めてゆっくり撫でると良いとされている。参拝
されて気づいた⽅もいると思うが、学文路天満宮の絵馬の上部は⼊学祈願の「⼊」の字になっているのが特徴。 
 
＜中国＞ 
鳥取市国際観光客サポートセンター  
恋愛に関する事柄をパワースポットとして数えることができるなら、白兎神社があげられる。⽇本神話の中で、
⼤国主命の恋をとりもったとされる白兎を祀っていることから、縁結びにご利益があるといわれる。 
 
三朝温泉観光案内所  
三朝町には、三朝温泉街の「恋⾕橋」が縁結びのパワースポットとされ、そこにいるかじかカエルも縁起の良い
生き物。また、三徳山は修験道の山であり、スピリチュアルな町の代表的パワースポットである。三徳山にある
国宝・投⼊堂には、蔵王堂と愛染堂があり、愛染堂が縁結びのパワースポットとなっている。 
 
大山町観光案内所  
■⼤神山神社奥宮の⾃然⽯を敷き詰めた参道:もともとこの地はパワーがケタ違いに強いと⾔われている場所。

中でも、⼤神山神社奥宮へ続く約 700m の⾃然⽯を敷きつめた参道は、歩くだけで悪運を落とす浄化の効果が
非常に⾼いと⾔われるパワースポット。 

■⼤山寺「 宝
たから

⽜
うし

」:⼤山寺の本堂そばに鎮座する⽜の像「 宝
たから

⽜
うし

」は別名「撫⽜」といい、1 つの願いだけを⼼に
念じてこの⽜を撫でると願いが叶うといわれている。かつて、ここは⼤山寺を舞台に⽇本最⼤の⽜馬市が⾏わ
れていた地であり、そのストーリーが⽇本遺産に認定されている。 

 
松江国際観光案内所  
■玉作湯神社:”触れて祈れば願いを叶えてくれる”という「願い⽯」がある。この「願い⽯」に、社務所でいただ

ける「叶い⽯」を触れさせて祈ると願いが叶うと⾔われるパワースポット。また、神社の近くにある「玉造温
泉」には、「恋来井⼾」、「恋叶い橋」といった縁結びのパワースポットがある。 

■八重垣神社神:社裏手の⼩さな森の中に鏡の池があり、和紙に硬貨を乗せて池に浮かべ、それが沈むまでの距
離と時間で様々な縁を占う「縁占い」ができる。恋愛成就の最強パワースポットと⾔われている。 

 
出雲市駅観光案内所  
出雲市駅から歩いて 8 分の場所にある八雲神社。全国有数のパワースポットである須佐神社の分祀。縁結びの起
源といわれる八岐⼤蛇伝説でオロチを退治した英雄、須佐之男命が主祭神。左右には狛龍が鎮座しており、向か
って左側の剣をさわりながらお祈りすると勝負事のパワーが、向かって右側の玉をさわりながらお祈りすると良
縁が戴けると⾔われている。近くを流れる⾼瀬川から「ねがいびな」という御札を流せるスポットもあり、駅か
らの散策コースとして人気がある当館一押しのパワースポットである。出雲⼤社参拝から当駅に到着し、次の列
⾞待ちの間でもお出掛け頂ける距離に位置しているのでぜひ⾜を運んでもらいたい。 
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岡山市ももたろう観光センター  
・縁結び 
■吉備津彦神社(紅白のえんむすびお守り):片⽅を預けると 1 年間毎⽇祈祷していただけることから、1 年以内

に良縁が期待できる。 
■吉備津神社:本殿は「吉備津造り」という造りで、建築学上では「比翼⼊⺟屋造」と云い、全国で唯一の様式。

この造りは夫婦が仲睦まじく寄り添っている様子を表しているとも云われている。桃太郎とその妻が一緒に祀
られていることから、夫婦円満にもご利益がある。  

■最上稲荷:両参りといい、悪縁を絶つ「縁きり」と良縁を結ぶ「縁むすび」を合わせて⾏うのが特徴。 
・その他 
■幸せの 8 巡り:岡山市北区建部町には 8 の付くパワースポットがあり、それぞれのスポットを 8 の字に巡ると

運気が上がるとも⾔われている(七社八幡宮→八幡歩道橋→JR 福渡駅→福渡八幡神社→幸福
しあわせ

橋→たけべ八幡温
泉)。 

 
中国⾃動⾞道 勝央サービスエリア 上り線インフォメーション  
■栗柄神社(勝央町):勝央町は、⾦太郎ゆかりの地。おとぎ話の⾦太郎は坂田⾦時という名で歴史上に実在した人

物とされており、その坂田⾦時が亡くなった地が勝央町と⾔われている。坂田⾦時の勇気を讃え「栗柄神社」
として祀り、男の子が生まれると宮参りの⽇には必ず⾚飯、お神酒を供え、無事の成⻑を祈願する習わしが今
も続いている。現在では、勝央町のマスコットキャラクター「きんとくん」として生まれ変わり活躍している。 

 
グランドプリンスホテル広島  
広島のパワースポットといえば宮島。ホテルのパワースポットはガーデンテラスにある「ハートの⽯」。それを⾒
つけると幸せになれると⾔われている。 
 
中国⾃動⾞道 安佐サービスエリア 下り線インフォメーション  
1 つ目のパワースポットは、榊山神社である。熊野筆の産地として名⾼い熊野町に鎮座するの榊山神社は、933
年宇佐八幡宮より観請された約 1100 年の歴史を誇る神社である。商売繁盛・縁結び・武神など幅広い御神格を
有する応神天皇・神功皇后・仲哀天皇という 3 人の神様が祀られており、神社の正面に⽴つ⼤杉は樹齢 800 年
と⾔われ、ご神木とされている。2 つ目は三段峡である。三段峡は発⾒されてから 2017 年に 100 周年を迎えた
歴史ある峡⾕である。⼊峡すると、別世界に⼊ったかのような錯覚に陥るほどの多数の針葉樹や常緑樹、落葉広
葉樹に覆われており、河川の音と相まって五感が刺激され、癒しを感じることが出来る。 
 
SUMIYA Spa&Hotel  
■縁起物「宮島しゃもじ」:江⼾時代、宮島の僧が、厳島の弁財天が持つ琵琶に似た形の「しゃもじ」をご神木で

作り、⼟産物とすることを島⺠に勧めたことがはじまりとされる。ご神木でできたこのしゃもじを使うと、「福
運を招く」とされ、縁起物として広まった。明治時代、⽇清・⽇露戦争の際には「飯を取る＝召し取る」の語
呂からより一層有名となり、現在ではカープの応援グッズにもなっている。 

 
新山⼝駅観光交流センター  
■山⼝絶景パワースポット「元乃

も と の
隅
すみ

神社
じんじゃ

」:2015 年、アメリカの CNN で「⽇本で最も美しい場所 31 選」のひ
とつに選出された山⼝県⻑門市の元乃

も と の
隅
すみ

神社
じんじゃ

は、国内外の観光客に人気の絶景パワースポット。元乃
も と の

隅
すみ

神社
じんじゃ

は、
昭和 30 年に、地域の網元であった岡村 ⻫

ひとし
⽒の枕元に現れた白狐のお告げにより建⽴され、商売繁盛、⼤漁、海
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上安全は元より、良縁、子宝、開運厄除、福徳円満、交通安全、学業成就などのご利益があるといわれている。
昭和 62 年から 10 年間かけて奉納された 123 基の⿃居が、龍宮の潮吹側から 100ｍ以上にわたって並ぶ景色は
圧巻。神社敷地内にある⾼さ約 6ｍの⼤⿃居の上部には賽銭箱が設置されており、⾒事、賽銭を投げ⼊れること
ができたら願い事が叶うと⾔われている。 https://nanavi.jp/  
 
関門⾃動⾞道 壇之浦パーキングエリア 下り線インフォメーション  
■⾚間神宮:平家一門が壇之浦の戦いに敗れて、安徳天皇の祖⺟が天皇を抱きかかえて⼊⽔したことから、子を

守る⼒が⾚間神宮に宿っていると⾔われている。 
 
＜四国＞ 
道の駅 日和佐  
薬王寺(四国霊場 23 番札所)は医王寺とも呼ばれており、厄除け、また医王⽔(飲⽔)には効能があるといわれて
いる。その近くの神社には井⼾があり、その⽔にはイボ除去にきく成分が含まれているといわれ、多くの人々が
それを求めて訪れている。外国からのお客様にもチャンスがあれば、是非とも進めたい。 
 
一般社団法人 鳴門市うずしお観光協会  
鳴門の観光パワースポットには、鳴門海峡と渦潮、⼤麻比古神社、夫婦岩、ドイツ橋などがある。縁起物は、コ
ウノトリ米、コウノトリれんこん、鳴門鯛など。また、鳴門では⾚飯にゴマ砂糖をふりかける。 
 
道の駅 小豆島オリーブ公園  
⼩豆島は⽯の島であり、その中の「重ね岩」と呼ばれるスポットが人気。サンダルで軽く登る…という訳にはい
かないくらいの傾斜の急な山を上がると、⼤きな⽯が絶妙のバランスで⽴ち、祀られている。眼下には四国と島
を結ぶフェリーの⾛⾏が⾒られ、瀬⼾内の多島美とはこのことかと、納得の絶景が広がる。 
 
高松⾃動⾞道 豊浜サービスエリア 下り線インフォメーション  
私達の地域ではインスタ映えで有名になった天空の⿃居「⾼屋神社」がある。下宮から約 40 分ほど登山してい
けばご利益があると⾔われており、頂上から⿃居の眼下に広がる平野と海と空は絶景。神社だけにパワースポッ
トとしても人気。 
 
松山⾃動⾞道 石鎚山サービスエリア 上り線インフォメーション  
松山⾃動⾞道 石鎚山サービスエリア 下り線インフォメーション 
愛媛県には”⽇本百名山”、”⽇本七霊山”のひとつであり、⻄⽇本最⾼峰のパワースポットである⽯鎚山がある。
弘法⼤師空海が修⾏したとも伝えられており、源頼朝や豊⾂家一族の信仰も篤かったといわれている。⽯鎚山を
ご神体とする⽯鎚神社もあり、所願成就のパワースポットとして人気がある。 
 
JR 松山駅松山市観光案内所  
松山のパワースポットと⾔えば道後温泉の敷地内に置かれている「玉の⽯」が有名。道後温泉のお湯を柄杓でく
み、病気平癒などを唱えながらかけ、二礼、二拍手、一礼。出雲⼤社の祭神、⼤国主命と少彦名命が伊予の国に
来た時、病にかかったが、道後温泉の湯で元気になり、玉の⽯の上で踊ったとされる。 
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四万十市観光案内所  
■「薫的神社」(⾼知県四万十市佐岡 991):必勝を願う神社として有名。達磨をお供えするという慣習があり、参

拝者が持ってきた達磨で一杯の境内は特殊な光景。また、神社の前を美しい⼩川が流れ、街中から離れている
ため、⾃然の音しか聞こえない静謐な空間になっている。 

 
こうち観光ナビ・ツーリストセンター  
【パワースポット】 
■⾼知県を代表する神社「⼟佐神社」:⼟佐一宮や一宮

い っ く
神社とも呼ばれる由緒ある神社。 

http://www.tosajinja.i-tosa.com/  
■海に向かって建つ社殿。縁結びの神様として知られている「鳴無神社」   

https://sta2020.com/susaki̲info/tourism/757/  
■⽇本一の⼤杉。美空ひばりさんゆかりの地「杉の⼤杉」  

https://www.town.otoyo.kochi.jp/life/detail.php?hdnKey=416  
■ハート形に⾒える洞門。恋愛成就「白山洞門」 https://www.shimizu-kankou.com/spot/hakusandomon/  
■「ゴトゴト⽯」:落ちそうで落ちない不思議な⽯。願掛けに訪れる人も。  

https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kanko/gotogotoishi.html  
■神秘と癒やしの「伊尾木洞」 https://www.akikanko.or.jp/kanko/iokidou.html  
【縁起物】 
■年神様が降りてくる目印として飾る門松。⾼知は「紙の門松」がある。 
■端午の節句にこいのぼりと並んで⽴てられるフラフ(⼟佐の手作り⼯芸品)。男児の健やかな成⻑を願い、男児

誕生の祝いとして、親戚から家紋や名前を⼊れたフラフが贈られる。 
 
＜九州・沖縄＞ 
門司港駅観光案内所 
「門司ケ関人形」は北九州市門司区で作られている親指サイズの⼩さな⼟人形である。この人形は戦後戦地より
復員した柳瀬重朝⽒により考案され一時は途絶えていたが、現在の製作者上村誠⽒により再興された。⼲⽀やひ
な人形、招き猫などの縁起物が好評である。型を使わずに手で⼟をこねて生み出されるため、それぞれの人形に
個性があり一つ一つ表情が違うところが⼤きな魅⼒である。 
 
福岡市観光案内所(博多駅総合案内所)  
■福岡市東区にある筥崎宮の「涌出

わ き で
⽯
いし

」が隠れたパワースポット。この⽯は、国に一⼤事があるとき、地上に
姿を現すと⾔い伝えられ、古くから天変地異を占う霊⽯とされてきた。現在はこの⽯に触れると「運が湧
く」といわれ、多くの参拝者から信仰を集めている。室町時代の古図「筥崎宮縁起絵巻」にも描かれてお
り、古来より境内に存在する霊⽯。また、厄をはじく縁起物として「筥崎宮おはじき」がある。
https://www.hakozakigu.or.jp/index.html  

■福岡市博多区にある櫛田神社は博多の総鎮守として親しまれている。博多祇園山笠の「飾り山」が常設展示
されていることや、「櫛田の銀杏

ぎ な ん
」として親しまれている御神木の銀杏の木は、樹齢 1000 年を超える古木。

延命⻑寿のご利益があるとされている。
https://hakatanomiryoku.com/spot/%e6%ab%9b%e7%94%b0%e7%a5%9e%e7%a4%be  
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九州⾃動⾞道 古賀サービスエリア 下り線インフォメーション  
パワースポットは香椎宮(福岡市東区香椎 3 丁目 8)。勅祭社であり、旧社格は官幣⼤社で現在は神社本庁の別表
神社という格式の⾼い神社。香椎宮の「不⽼⽔」⽇本名⽔ 100 選＆⽇本三⼤名⽔にも選出される名⽔である。時
の⼤⾂が天皇へお出しする料理を作るのに使い、⾃分の料理やお酒を作るのにも使ったとされる湧⽔。 
   
佐賀市観光案内所  
縁起物として有名な「七福神」の一員である恵比須さん。佐賀市内の家の軒先や街角に祀られており、その数 820
体以上もあると⾔われる。開運恵比須ステーションでは、恵比須に関する展示や、グッズの販売もしており、予
約をすれば知識豊富な恵比須ガイドが街中を案内する。 
 
鳥栖プレミアム・アウトレット インフォメーションセンター 
■「宝当神社」:人⼝ 300 人ほどの島で、唐津湾に浮かぶ⾼島にある神社。430 年前、海賊から島⺠を守った野崎

の ざ き

隠岐
お き の

守
かみ

綱
つな

吉
よし

を⼤権現として祀っている。縁起の良さと、参拝者の中から宝くじ⾼額当選者が続出したことが評
判になり、年間 20 万人もの参拝客が全国から訪れる人気パワースポット。また、島で売っている「宝当袋」
に宝くじを⼊れて参拝するとさらに運気が上がると人気。 

■「川古の⼤楠」:樹齢 3000 年を超える守り神。佐賀県の県木は楠で、県内各地で⼤樹を茂らせている。中でも
有名な川古の⼤楠は、国の天然記念物にも指定されている。⾼さ 25m 根回り 33m 枝張り東⻄・南北 27m
の圧巻。一帯は公園として整備されており、⼼が洗われ体の内側にパワーが漲ってくることで人気。 

■「祐徳稲荷神社」:⽇本三⼤稲荷で有名な神社。御祭神は衣⾷住の守り神のお稲荷さんで、商売繁盛・交通安全・
縁結びなどのご利益があり、年間 300 万人の参拝客が訪れる人気のパワースポット。ここでの名物は稲荷よ
うかん。また、神社の一角にあるハート型の恋絵馬が目印の岩崎社は、縁結びで⼥性から人気のスポット。そ
の他、タイのドラマや映画のロケ地としても有名で聖地となっている。 

■「尾崎人形」:佐賀に古くから伝わる縁起物。700 年以上前から伝わる伝統的な縁起物で、シンプルなデザイ
ンと素朴が魅⼒の伝統⼯芸品。モデルとなるカチガラスは「カチカチ」と鳴き声がすることから「勝ち」に繋
がるとされ、⼤変縁起の良いと人気の品。尾崎人形⼯房では、絵付け体験が料⾦ 1,000 円で楽しめる。 

■「太宰府天満宮」:菅原道真公を祭神として祀う天満宮の一つ(天神様のお膝元)。学問・⾄誠・厄除けの神様と
して、国内のみならず世界中から年間に約 1000 万人の参拝者が訪れている神社。主に、学問の神として広く
知られており、受験生や修学旅⾏生で賑わう。また、表参道から境内の奥までいたるところに茶屋があり、そ
の多くに⼤宰府で有名な和菓子「梅が枝餅」が⽤意されている。⽇本を代表する建築家、隈研吾⽒が手掛けた
参道の街並みにマッチした、スターバックスコーヒーも有名。観光地としても人が集まる人気スポット。 

 
⻑崎空港案内所  
■「諏訪神社」(⻑崎市上⻄山町 18-15):厄除け・縁結び・海上守護の神社として崇敬されている。旅⾏安全の御

守りが販売されている。 
■「尾曲がり猫神社」(⻑崎市銀屋町 2-15):尾曲がり猫は、幸運を引っかけてくると⾔われる縁起の良い猫。ジ

ャカルタから貿易船に乗って出島にやって来た猫の子孫が、⻑崎の尾曲がり猫といわれている。猫と飼い主の
健康⻑寿と幸せを祈願して建⽴され、猫の健康⻑寿御守りなどが販売されている。 

■「梅園身代り天満宮」(⻑崎市丸山町 2-20):境内には⻭痛狛犬がおり、⻭の痛みがある者が狛犬の⼝に飴を含
ませると、たちまち痛みをとってくれると伝えられている。現在も参拝客により⼝の中に飴が詰められている。 

■「グラバー園」(⻑崎市南山手町 8-1)、「眼鏡橋」(⻑崎市⿂の町):幸せのシンボルであるハートストーンが隠
されている。恋愛運アップのパワースポットとして知られている。 
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■「夫婦岩」(⻑崎市野⺟崎町):⾼さ約 11m の⼤きな岩はしめ縄で結ばれており、仲良し夫婦の象徴とされてい
る。4 億 8000 年前から建っているとても神秘的な岩で、恋愛や縁結び、子宝のパワーがもらえるパワースポ
ット。 

 
島原駅観光案内所  
鯉の泳ぐまちにある、観光交流センター清流亭の敷地の一角にある、「山の泉」は、恋愛成就のパワースポットで
ある。「山の泉」の湧⽔は、普賢岳や眉山に振った⾬⽔が⻑ーい年月をかけて湧き出ており、先人達の⽔への想い
をずっと繋げてきた絆のようなもので、この⽔を飲むと、想い続けた願いが叶う「成就の⽔」だそうだ。特に「恋
愛」にはお薦め。幸運のハートストーンもある。 
 
阿蘇くまもと空港総合案内所  
■木⼯玩具「きじ馬」:主に人吉地⽅で作られている木⼯玩具。800 年以上前、球磨地⽅に逃れた平家の落人が

生活のため、都の暮らしを懐かしみながら作り始めたと伝えられている。きじ馬は野⿃のキジを模して、桐な
どの木材を形に応じて胴体を作り、⻩、緑、⾚の顔料で着色、胴体に⾞輪とひもを牽引して遊ぶ玩具。子ども
たちの成⻑を願う縁起物として古くから親しまれている。⾸に「⼤」の文字が描かれているのが特徴で、故郷
の⼤文字焼きを思い「⼤」を⼊れたといわれている。 

 
道の駅 阿蘇  
阿蘇山⾃体が古くからパワースポットとされている。活火山である阿蘇山の周辺にはパワースポットが多く点在
している。阿蘇の開拓神「建磐龍命」が主神の阿蘇神社をはじめ、その⻑男「国造速瓶玉命」が主神の国造神社
には、1991 年の台風で倒れた樹齢 2000 年を超えるといわれる杉の⼤きな幹がある。古墳があり中に実際に⼊
ることが出来る。⾦運に特化しているのは蛇⽯神社。生きている白蛇がご神体でお守りには脱⽪した本当の⽪が
⼊っている。阿蘇広域では南⼩国町のピラミッド型「巨岩⽯」がある押⼾⽯の丘、⾼森町の風⽳がある巨⼤な岩
山で有名な上色⾒熊野座神社などがある。 
 
大分市観光案内所  
国指定重要文化財である柞

ゆす
原
はら

八幡宮境内にある御神木の⼤クスノキは樹齢 3000 年以上といわれている。樹⾼
30ｍ、根回りは 34m、地上 2ｍの幹回りは 19ｍもあり、国の天然記念物に指定されている。実際に幹の側に⽴
ち御神木を⾒上げると優しく降り注ぐようなパワーを感じとれる。下部は⼤人十数人が⼊る事が出来るほどの空
洞になっており、反対側にある草木の揺れも⾒える。それもまた不思議な光景である。ただし、御神木はフェン
スで囲まれ保護されており、実際に空洞の中へは⼊れない。 
 
えきマチ 1 丁目別府 インフォメーション  
八幡朝⾒神社の表参道の敷⽯に彫られている「ひょうたん」「盃」「三⽇月」の敷⽯。それらを⾒つけて踏み⽯を
するとご利益があると⾔われる神社の隠れアイテム。 
 
宮崎市観光案内所  
■⻘島:周囲 1.5 ㎞ほどの⼩さな島に、樹齢 300 年以上のビロウやハマカズラなど、特別天然記念物に指定され

ている亜熱帯植物が生い茂り、島の周りは 800 万年〜1000 万年前の地層が浸⾷されてできた波状岩で囲ま
れ、これが洗濯板のように⾒えることから、「⻤の洗濯板」と呼ばれている。また、古事記において、山幸彦と
豊玉姫が恋文のやりとりをしていたという神話が伝わることから、⻘島は「恋文発祥の地」とされ、縁結びの
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ご利益があると⾔われている。 
■江田神社:⽇本最初の夫婦と⾔われる、伊邪那岐命と伊邪那美命が祀られており、良縁を願う参拝者が多く訪

れている。同じ敷地内には、伊邪那岐命が⻩泉の国で穢れた体を清めるために身を沈めた「みそぎ池」があり、
この地で天照⼤神、月読尊、須佐之男命の 3 神を生み出したと⾔われている。 

 
日向市観光案内所  
⽇向市のパワースポットと⾔えば⽇本最⼤級のさざれ⽯がある「⼤御神社」。⼤御神社はラグビーワールドカッ
プ⽇本代表が 2015 年と 2019 年の 2 回、宮崎合宿の際に国歌にあるさざれ⽯がどのようなものか⾒学し、必勝
祈願をするために参拝した。 
 
九州⾃動⾞道 桜島サービスエリア 下り線インフォメーション  
サービスエリアの近くにある蒲生八幡神社の⼤楠は、国の天然記念物に指定された⽇本一の巨樹であり人気のパ
ワースポット。また近辺には武家屋敷群もある。 
 
はえばる観光案内所  
南風原町の各字にある拝所はパワースポットとして、⽯獅子は縁起物として注目されている。 
 

 
以上 


