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－ Ⅰ －

※本・地図ソフト・電話帳ソフト・ホームページより集めた資料です。間違いが多々あると思い

ます。ご了承下さい。また、妙見寺・妙見山(山号)とあっても妙見様が祀ってあるとは限りませ

ん。

智＝真言宗智山派 豊＝真言宗豊山派 高＝高野山派 天＝天台宗 日＝日蓮宗 曹＝曹洞宗 臨＝臨済宗 など

茨城県
※北相馬郡内の 妙見縁起は平将門関連

※星宮神社など約６０社

吉田神社末社・星宮神社 310-0834 茨城県水戸市宮内町３１９３－２

御岩神社 茨城県日立市入四間町 1215 境内に天御中主命を祀る

蓮光寺 319-1411 茨城県日立市川尻町 604-2 日

星宮神社 茨城県北茨城市大津町五浦１ 六角堂近く

十殿神社 茨城県高萩市 十殿神社は市内に４ヶ所ある。

官沚神社(かんしゃじんじゃ) 茨城県高萩市高戸９０１

陰陽神社 茨城県常陸大宮市(元那賀郡山方町)山方４９２７

十二所神社 茨城県常陸大宮市(元那賀郡美和村)

※常陸大宮市には十二所神社が５カ所ある。

青麻三光神社 茨城県常陸大宮市(元那賀郡美和村)下桧沢４７２

星宮神社 茨城県常陸大宮市根本

星宮神社 茨城県常陸太田市小島町 757-1 星神社古墳

星宮神社 茨城県常陸太田市(元久慈郡金砂郷町)

星宮神社 茨城県常陸太田市(元久慈郡金砂郷町)

薩都神社 茨城県常陸太田市里野宮町１０５２ 境内に天御中主命を祀る

※別 水戸徳川家墓所 茨城県常陸太田市里野宮町

相馬妙見社 茨城県常陸太田市(元里美村)※妙見山中

三鈷室の碑 茨城県常陸太田市里川町 49-1
里に出没した群狼を妙見菩薩の力によって調伏し平穏を得たこと を記した碑で、

寛政１０年（１７９８）８月に、大塚祐観という僧が建てたもの

妙見様石鉾(妙見山山頂) 茨城県久慈郡大子町

奥久慈自然公園 八溝山中・妙見菩薩石祠 茨城県久慈郡大子町

八溝嶺神社境内妙見神社 茨城県久慈郡大子町上野宮２１２９ 黒沢地区

惣体神社 茨城県久慈郡美浦村興津１２５０

星神社 茨城県那珂市(元那賀郡那珂町)

妙見八幡宮 茨城県小美玉市(元東茨城郡小川町)小塙 八幡神社

二十三夜尊堂（旧延方郷校） 茨城県潮来市潮来市辻 197-7 月読神社の管理。

穴守稲荷妙見堂 茨城県神栖市日川

※別 鹿島神宮 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中 2403 御朱印に北斗七星の朱印

常陸国総社宮末社・星之宮神社 315-0016 茨城県石岡市総社２丁目８－１

平等寺妙見堂 315-0015 茨城県石岡市貝地２丁目７－８ 明治初年に開山 日

香取神社 茨城県石岡市(元新治郡八郷村)

月岡神社 茨城県石岡市(元新治郡八郷村)月岡

鹿島神社 茨城県かすみがうら市(元新治郡千代田村)

境内に天御中主命を祀る
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石井神社 309-1613 茨城県笠間市石井１０７６ 境内に天御中主

妙見神社 茨城県笠間市（元西茨城郡岩間町）下郷

妙見神社 茨城県笠間市(元西茨城郡岩間町)下郷芽生 上か？

来栖神社・霊符神社 茨城県笠間市来栖１１０５ 摂社

星宮神社 茨城県笠間市(元北茨城市友部町)中市原 522
星宮神社 茨城県笠間市中市原 522

妙見尊北斗寺 305-0001 茨城県つくば市栗原 1-129(元新治郡桜村)

筑波神社 茨城県つくば市 境内に天御中主命を祀る

筑波山:北斗石 弘法大師が北斗の行を修行した岩という

星宮寺 308-0021 茨城県筑西市(旧下館市)甲３７０－１

星宮神社 茨城県筑西市(旧下館市)林 64 番地

竹島神社 茨城県筑西市(旧下館市)竹島稲野辺２８

八柱神社 茨城県筑西市(旧下館市)茂田９４３番地

国府田神社 茨城県筑西市(旧下館市)国府田

星宮神社 茨城県筑西市(旧下館市)

十二所神社 茨城県筑西市(旧下館市)

星宮神社 茨城県筑西市(旧下館市)西大島 324 番

板橋神社 天御中主命 茨城県筑西市(元関城町)

星谷神社 茨城県筑西市(元真壁郡協和町)下星谷２８８

星宮神社 茨城県筑西市(元真壁郡協和町)下星谷

板橋神社 茨城県筑西市(元真壁郡関城町)板橋

三社神社 茨城県筑西市(元真壁郡明野町)高津 369

十二所神社 茨城県下妻市尻手 135
半谷神社 茨城県下妻市半谷 1 番地

十二所神社 茨城県下妻市(今泉 655 か？)

高道祖神社摂社・星宮神社 茨城県下妻市高道祖本田 小さな祠

国王神社 306-0631 茨城県板東市岩井９４８

国王神社は平将門を祀る。裏に妙見社を祀っているとあるブログにあったが、右下の写真か？

一言主神社摂社妙見社（月夜見命） 茨城県板東市 利根川菅生湖近く

八坂神社 306-0631 茨城県坂東市岩井 4739-2 境内に天御中主

星神社 茨城県坂東市(旧岩井市)

星神社 茨城県板東市長須
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星神社 茨城県板東市神田山１６３

香取星神社 茨城県坂東市猫実１４１５

星八坂神社 茨城県板東市長須 星神社と八坂神社が一緒の社。

延宝４年(1676)の石仏・将軍地蔵

実台寺 306-0400 茨城県猿島郡境町住吉町 2102 本堂内 日

愛宕神社 茨城県つくばみらい市(元筑波郡谷和原村) 境内に天御中主

妙見八幡神社 茨城県つくばみらい市(元筑波郡谷和原村)筒戸 良文建立

祭神は、妙見と八幡でなく妙見八幡大菩薩という独立した神。

御尊像は妙見様のようだ。

鳥居の額には ( め

いめい？)とあった。火星のこ

とらしい。妙見様では無いかも

しれない。

星神社には富士塚があった。



- 3 -

妙見神社 茨城県つくばみらい市(元筑波郡谷和原村)加藤１９５

加波山神社 茨城県桜川市真壁町長岡８９１

大宮神社 茨城県桜川市真壁町東山田１６５０ 境内に天御中主命を祀る

鹿島神社 茨城県桜川市真壁町 境内に天御中主命を祀る

星宮神社 茨城県桜川市(元西茨城郡岩瀬町)

星宮神社 茨城県桜川市長方 1146 番

妙見八幡神社 茨城県常総市石下町新石下

日枝神社(旧妙見社) 茨城県常総市(元水海道市)菅生町 4892 中郷会館そば。菅生城跡

承平元年（931）の創建で平将門が妙見菩薩像を奉納

一言主神社摂社・妙見社 茨城県常総市大塚戸町８７５ 摂社が十三社

妙見神社 茨城県 谷田部町？

八坂神社 茨城県土浦市(元新治郡新治村)

境内に天御中主命を祀る。土浦市には八坂神社が６社ある。

星乃宮神社 茨城県竜ヶ崎市川原代町

星大神社 茨城県龍ヶ崎市星宮 1355 星宮の地名が見つからない。

番地と鳥居の｢星大神｣から想像するに↑の星乃宮神社のこと

だろう。小字が星宮か？。

八幡宮 茨城県龍ヶ崎市川原代町 ※旧妙見八幡宮

川原代小学校隣の八幡神社か？

鳥居の前には六地蔵様が祀

られろいた。

元は、お寺だったのだろう

か。

鳥居には｢星大神｣
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星宮神社 茨城県龍ヶ崎市若柴町 683 平貞盛再建 八代神社から分霊

神社の案内板に妙見の文字はまるっきり無い。

鹿島神社 茨城県取手市青柳 229
明治 41 年 9 月に村内日枝・星宮両神社を合祀

妙見八幡宮(妙見社) 茨城県取手市下高井 高井城外郭部 高井氏は相馬氏の庶流

妙見社 茨城県取手市白山 大鹿城跡(現在は消滅している)

取手競輪場駐車場近く。昭和 47 年にはあった。今は不明。

大平神社 茨城県稲敷市(元稲敷郡新利根町)

(北相馬郡利根町大平か？) ここには大平神社がある。

神明神社 茨城県古河市(元猿島郡総和町)水海 775 番地

八幡神社 茨城県古河市 境内に天御中主命を祀る

得月院・妙見石像 300-1223 茨城県牛久市城中町２５８ 曹

台座には蛇と亀

得月院にはカッパの絵で知られる小川芋銭のお墓がある。

牛久市城中町 2773 － 2 ここからは牛久沼がすぐそば。

雲魚亭(小川芋銭記念館) 河童の碑

星宮熊野神社 茨城県結城市上山川 4718
星神社 茨城県結城市粕礼

鷲神社 茨城県結城市水海道１番地

星大神社 茨城県結城市星宮 1355
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十二所神社 茨城県結城郡八千代町大渡戸６６

十二所神社 茨城県結城郡八千代町大里９６

ここと思われるが、社は崩れ落ちていた。

どこかに移されたのだろうか。

星宮神社 茨城県結城郡八千代町

鷲神社 茨城県結城郡八千代町高崎１０１８

※妙見八幡神社跡 茨城県守谷市ひがし野 本守谷城址の一番北にある郭(妙見郭)
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栃木県

メモ

※栃木県の星宮神社が日本一多い。宗教法人登録社 157 社・日光修験と虚空蔵菩薩との関連が深く、妙見

菩薩とは関係ないところが多い。どの神社が元妙見菩薩か不明のため、あえて掲載した。

※明治に星宮神社と改名させられている。

日光修験（しゅげん）が星宮と本地仏としての虚空蔵菩薩（こくうぞうぼさつ）を携（たずさ）えて、

各地に広がったと考えられる。日光・藤原・今市・塩谷・矢板・大田原・小川・鹿沼・宇都宮・高根沢

・南那須・烏山・市貝・真岡・益子・壬生・石橋・上三川・栃木・小山・国分寺・南河内・佐野・藤岡

などに広まりたいへん信仰されている。「星宮」と称する神社は、県下に 170 社を数え、更にかつて星

宮と称した神社を含めればその数 261 社にのぼると言われている。祭神は磐裂神（いわさくしん）・根

裂神（ねさくしん）としている。これらの神社の特徴としては、一つ目は星を信仰とすると考えられる

が、星に関係する伝承が少ないこと。二つ目は虚空蔵（こくうぞう）様と呼ばれ、鰻（うなぎ）の禁忌

（きんき）を伴うことが多い。

※星宮は、３４８社。その分布は、日光から石裂山と太平山を結ぶ線上に多い。

※磐裂神社の中に、かつて「妙見天童社」または「妙見天皇社」と呼ばれていたものが３社ある。磐裂神

社も掲載。

※水戸学の影響が色濃く残ったところに星宮神社が多くあるようです。

日光山輪王寺 321-1431 栃木県日光市山内２３００ 星曼荼羅 天

星の宮磐裂神社 栃木県日光市上鉢石町 明星天子･虚空蔵尊 星の宿小西そば

磐裂神社 栃木県日光市(元上都賀郡足尾町)遠下３-１ (元妙見社)
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磐裂神社 栃木県日光市所野 所野小学校裏

磐裂神社(いわさくじんじゃ、星の宮) 栃木県日光市細尾町 元虚空蔵菩薩

磐裂神社 栃木県日光市細尾町 細尾町には２ヶ所ある

磐裂神社 栃木県日光市七里

星宮神社 栃木県日光市(元今市市)明神

星宮神社 栃木県日光市(元今市市)中小代

天善教・妙見王大神の社 栃木県日光市(元今市市)南小来川２－３７ 神道教派

星宮神社 栃木県日光市(元今市市)猪倉

星宮神社 栃木県日光市(元今市市)木和田島字柳戸

星宮神社 栃木県日光市小倉５９６

星宮神社 栃木県日光市明神 1617
星宮神社 栃木県日光市木和田島５４３

星宮神社 栃木県日光市小代１０７１－１

星宮神社 栃木県日光市矢野口３９３

星ノ宮神社 栃木県日光市猪倉２３５５

星宮神社 栃木県日光市日向１８３６

星ノ宮神社 栃木県宇都宮市横山町 234
星宮神社 栃木県宇都宮市関堀町

星宮神社 栃木県宇都宮市田野町

星宮神社 栃木県宇都宮市下平手町

星宮神社 栃木県宇都宮市東水沼

星宮神社 栃木県宇都宮市鐺山町１２８

星宮神社 栃木県宇都宮市氷室町１６６２

星宮神社 栃木県宇都宮市氷室町７８７

星宮神社 栃木県宇都宮市越戸町２４３ 2
星の宮神社 栃木県宇都宮市屋板町

星宮神社 栃木県宇都宮市南上野町

星宮神社 栃木県宇都宮市大和田町

星宮神社 栃木県宇都宮市下欠町 55
星宮神社 栃木県宇都宮市上欠町 706
星宮神社 栃木県宇都宮市刈沼町４１０

星宮神社 栃木県宇都宮市古賀志町７１１

星宮神社 栃木県宇都宮市砥上町 741
星宮神社 栃木県宇都宮市西川田本町３－１４－８

星宮神社 栃木県宇都宮市幕田 166
星宮神社 栃木県宇都宮市大曽２－９－３２

星宮神社 栃木県宇都宮市宝木本町

星宮神社 栃木県宇都宮市野沢町 540
星宮神社 栃木県宇都宮市田野町１０５４

星宮神社 栃木県宇都宮市下平出町５０４

星宮神社 栃木県宇都宮市（元河内郡河内町）下坪山１４５８

星宮神社 栃木県宇都宮市（元河内郡河内町）谷地賀４７１

星宮神社 栃木県宇都宮市(元河内郡河内町)成田４３３

星宮神社 栃木県宇都宮市(元河内郡河内町)町田７６５

星宮神社 栃木県宇都宮市(元河内郡河内町)中岡本

星宮神社 栃木県宇都宮市(元河内郡河内町)坂紙

(坂紙の地名は見あたらない)

星宮神社 栃木県宇都宮市(元河内郡河内町)中岡本３１５９

星宮神社 栃木県宇都宮市(元河内郡河内町)三王山 星宮神社古墳の上

星宮神社 栃木県那須烏山市福岡
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星宮神社 栃木県那須烏山市岩子

星宮神社 栃木県那須烏山市鴻野山８０１

星宮神社 栃木県那須烏山市谷浅見

星宮神社 栃木県那須烏山市南大和久６８７

星宮神社 栃木県那須烏山市中山１８２１

星宮神社 栃木県那須烏山市福岡３８７

星宮神社 栃木県那須烏山市福岡岩子 上か？

星宮神社 栃木県那須烏山市落合 元虚空蔵菩薩

星宮神社 栃木県那須烏山市小木須 2416

さくら市は氏家町・喜連川町と合併してできた。

星宮神社 栃木県さくら市松島 892
星宮神社 栃木県さくら市熟田 熟田には二ヶ所ある。

星宮神社 栃木県さくら市熟田

星宮神社 栃木県さくら市南和田

星宮神社 栃木県さくら市柿木沢１２２３

松原星宮神社 栃木県さくら市(元氏家町)狭間田松原

谷中星宮神社 栃木県さくら市(元氏家町)氏家町狭間田谷中

星宮神社 栃木県さくら市狭間田 1500 番 上か？

星宮山正覚院広蔵寺 栃木県塩谷郡高根沢町広挟５８５－１ 智

星宮神社 栃木県塩谷郡高根沢町西高谷３３３

星宮神社 栃木県塩谷郡高根沢町寺渡戸 283
星宮神社 栃木県塩谷郡高根沢町伏久 571-1
星宮神社 栃木県塩谷郡高根沢町桑窪３９３

星宮神社 栃木県塩谷郡高根沢町花岡 1802
星宮神社 栃木県塩谷郡高根沢町飯室４４３

三神社 栃木県塩谷郡高根沢町飯室 461
星宮神社 栃木県塩谷郡高根沢町中阿久津１８０８

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町飯岡４３７

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町大宮

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町大久保

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町大久保９３４

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町金枝

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町西高谷

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町風見山田７４７

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町西渡戸

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町田所１３６２

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町上平 160
星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町金枝４６９

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町泉３５９

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町寺渡戸

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町佐貫２５５

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町喜作見２３２

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町中阿久津

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町風見

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町田所

星宮神社 栃木県塩谷郡塩谷町大久保

明治３年、付近の熊野神社・星の宮神社・山の神神社の三神社を合併して、現在の境内に鎮座
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妙見寺 322-0305 栃木県鹿沼市(元上都賀郡粟野町)口粟野 3178 曹

妙見堂

妙見菩薩台座裏の文字 →

星宮天満宮(天満星宮神社か？) 栃木県鹿沼市(元上都賀郡粟野町)下粕尾松崎 621
額に星天満神社とある。元粟野町には五社の星宮がある。

星宮神社(祠) 栃木県鹿沼市(元上都賀郡粟野町)下粕尾松崎

星宮神社 栃木県鹿沼市上粕尾 76
星宮神社 栃木県鹿沼市中粕尾２５３６

星宮神社 栃木県鹿沼市(元上都賀郡粟野町)

加蘇山神社 栃木県鹿沼市(元上都賀郡粟野町)

祭神は天御中主大神、月読命、武甕槌命。妙見様とは関係ないようだ。

神舟神社(星宮大明神) 栃木県鹿沼市上大久保 338
明星天子（虚空蔵菩薩）の信仰。祭神：磐裂神 根裂神

霊符神社 栃木県鹿沼市草久 古峯神社の鎮守？

山 王 院 栃木県鹿沼市日吉町字金山５３０ 日光修験道

妙見神社 栃木県鹿沼市引田 安産・子育ての神社。

星宮神社 栃木県鹿沼市塩山町山越

虚空蔵さま、妙見さまとも呼ばれている。氏子が鰻を食べないとする伝承がある。

星宮神社 栃木県鹿沼市南上野町 419
星宮神社 栃木県鹿沼市戸張町１８０５ 虚空蔵さん

楡木神社 栃木県鹿沼市楡木町 1376 古くは星宮大権現と称した。

祭神：磐裂命 根裂命 日本武命 武内宿禰命
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根裂神社 栃木県鹿沼市上石川 1383-1
星宮を明治二年に根裂神社に改称

二荒山神社 栃木県鹿沼市下沢 684 最初は星宮神社 祭神：大己貴神

星宮神社 栃木県鹿沼市大和田町 1 ０４

星宮神社 栃木県鹿沼市笹原田 422
妙見神社 栃木県鹿沼市(元上都賀郡粟野町)上粕尾字発光路

発光路の強飯式として有名。

星宮神社 栃木県下都賀郡岩舟町静和 2364-21
星ノ宮神社 329-4307 栃木県下都賀郡岩舟町静宿上８５６ 天香香背男命を祀る。

星宮神社 栃木県下都賀郡岩舟町静羽抜 4165 天香香背男命を祀る。

妙見菩薩石仏 栃木県下都賀郡岩舟町

星宮神社 栃木県下都賀郡岩舟町曲ヶ島６９６

星宮神社 栃木県下都賀郡野木町

星宮神社 栃木県下都賀郡野木町中林

星宮神社 栃木県下都賀郡野木町丸林６３３ 天香香背男命を祀る。

星の宮神社 栃木県下都賀郡野木町

星宮神社 栃木県下都賀郡野木町潤島６１０

磐裂神社 栃木県下都賀郡藤岡町藤岡 999
いわさく

藤岡城主藤岡房行が藤岡城の鬼門に当たるこの地に石析神、

根析神、星宮妙見菩薩を勧請したのが始まりと伝わる。

星宮神社 栃木県下都賀郡藤岡町小池 天香香背男命を祀る。

星宮神社 栃木県下都賀郡藤岡町部屋

星宮神社 栃木県下都賀郡藤岡町大前 3374-1
星ノ宮神社 栃木県下都賀郡藤岡町都賀２５３１－６ 天香香背男命を祀る。

星宮神社 栃木県下都賀郡都賀町大柿 455 香香背男命
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磐根神社 栃木県下都賀郡都賀町大柿 45 星宮大権現 虚空蔵様

星の宮神社 栃木県下都賀郡大平町富田１１９３ 天香香背男命を祀る。

磐裂根裂神社 栃木県下都賀郡壬生町安塚

磐裂根裂神社 栃木県下都賀郡壬生町中泉

磐裂神社 栃木県下都賀郡壬生町上田

磐裂神社 栃木県下都賀郡壬生町釜渕

星宮神社 栃木県矢板市境林 825
星宮神社 栃木県矢板市館ノ川３２３

星宮神社 栃木県矢板市山苗代２９２

星宮神社 栃木県矢板市倉掛８８５－２

星宮神社 栃木県矢板市片俣 608

星の宮神社 栃木県芳賀郡益子町星ノ宮

星ノ宮神社 栃木県芳賀郡益子町清水

星宮神社 栃木県芳賀郡益子町塙２３５５－１

星宮神社 栃木県芳賀郡茂木町深沢 165
星宮神社 栃木県芳賀郡茂木町神井９０３

星の宮神社 栃木県芳賀郡茂木町小萩

星宮神社 栃木県芳賀郡茂木町上貫上

星宮神社 栃木県芳賀郡茂木町後郷 1059 本尊天満虚空蔵

星宮神社 栃木県芳賀郡茂木町坂井 1506 虚空蔵様

星宮神社 栃木県芳賀郡茂木町木幡 958

星野宮神社 栃木県芳賀郡市貝町菅之谷

星宮神社 栃木県芳賀郡市貝町椎谷７１０

星宮神社 栃木県芳賀郡市貝町塩田９２５

星宮神社 栃木県芳賀郡市貝町竹内４３３

星宮神社 栃木県芳賀郡市貝町見上５５４

星宮神社 栃木県芳賀郡市貝町文谷４７６

星宮神社 栃木県芳賀郡市貝町大谷津２４３

星宮神社 栃木県芳賀郡市貝町椎谷５４８

星宮神社 栃木県芳賀郡市貝町上根７３６

星宮神社 栃木県芳賀郡市貝町多田羅６２１

星宮神社 栃木県芳賀郡市貝町赤羽１７６－１

星宮神社 栃木県芳賀郡芳賀町上稲毛田７３１ 元虚空蔵菩薩

星宮神社 栃木県芳賀郡芳賀町芳志戸 1937

星宮神社 栃木県真岡市(元芳賀郡二宮町)大和田３９８

星宮神社 栃木県真岡市(元芳賀郡二宮町)横田５８１

星宮神社 栃木県真岡市(元芳賀郡二宮町)西大島 278
星宮神社 栃木県真岡市(元芳賀郡二宮町)大字上江連４８６

星宮神社 栃木県真岡市(元芳賀郡二宮町)物井２５８２

星宮神社 栃木県真岡市(元芳賀郡二宮町)下大曽６０６

星宮神社 栃木県真岡市(元芳賀郡二宮町)古山 1300

星宮神社 栃木県河内郡上三川町三村１７６

星宮神社 栃木県河内郡上三川町梁 481-2
星宮神社 栃木県河内郡上三川町坂上５４４

星宮神社 栃木県河内郡上三川町多功１５１９

星宮神社 栃木県河内郡上三川町東蓼沼１２９
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星宮神社 栃木県河内郡上三川町五分一３３４

星宮神社 栃木県河内郡上三川町鞘堂 128 (鞘堂新田？)

高龗神社摂社霊府神社 栃木県河内郡上三川町

↑

龗
高龗神社古墳の頂上部に高龗神社、両側中腹に霊府神社

下古山星宮神社 329-0502 栃木県下野市(元下都賀郡石橋町)下古山１５３０

星宮神社 栃木県下野市(元下都賀郡石橋町)下石橋 447
星宮神社 栃木県下野市(元下都賀郡石橋町)細谷 732-1 古墳の上に建つ

※隣接地の壬生町に星の宮地区あり。

星宮神社 栃木県下野市(元下都賀郡石橋町)下石橋

星宮神社 栃木県下野市(元下都賀郡国分寺町)柴１０８０

金井神社本殿 329-0414 栃木県下野市(元下都賀郡国分寺町)小金井１丁目２６－１６

日光山道中図絵には北辰宮と記されている。

星宮神社 栃木県下野市東前原１２０

星宮神社 栃木県下野市上川島５４

星宮神社 栃木県下野市中川島２２７

星宮神社 栃木県下野市上台４２１

星宮神社 栃木県下野市下大領３６１

星宮神社 栃木県下野市下坪山 1458
星宮神社 栃木県河内郡横川村屋板１０７５

星宮神社 栃木県河内郡横川村下屋板７７４

大平山神社摂社星ノ宮 栃木県栃木市平井町６５９
おおひらさん

神仏習合の時代は虚空蔵菩薩が祀られていた。

星宮神社 栃木県栃木市寄居町 ※下野国庁跡近く

星宮神社 栃木県栃木市城内町２丁目７９９

星宮神社 栃木県栃木市箱森町３３－１４

星宮神社 栃木県栃木市仲仕上町

星ノ宮神社 栃木県栃木市藤田町

星宮神社 栃木県栃木市宮田町

星宮神社 栃木県栃木市平柳町１－２３－２６

星宮神社 栃木県栃木市平柳町

星宮神社 栃木県栃木市小野口町 721
星宮神社 栃木県栃木市寄居町３２０

星宮神社 栃木県栃木市梅沢町３８９

星宮神社 栃木県栃木市仲仕上町２９５

星宮神社 栃木県栃木市藤田町 207
星宮神社 栃木県栃木市田村町 941
星宮神社 栃木県栃木市星野町１０３７－２

星宮神社 栃木県栃木市宮田町２９５

星宮神社 栃木県栃木市宮町８０２

星宮神社 栃木県小山市荒井４７５

星宮神社 栃木県小山市黒本 364
星宮神社 栃木県小山市延島新田５６８

星宮神社 栃木県小山市島田 650 天香香背男命を祀る。

星宮神社 栃木県小山市上初田 171 天香香背男命を祀る。

星宮神社 栃木県小山市上国府塚７３８ 天香香背男命を祀る

星宮神社 栃木県小山市下石塚７１６ 天香香背男命を祀る。石塚館跡。

星宮神社 栃木県小山市押切８７

星宮神社 栃木県小山市雨ヶ谷５３３

星宮神社 栃木県小山市向野５３８

星宮神社 栃木県小山市高椅７７３－１
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橿原神社摂社・星宮神社 栃木県小山市羽川 祭神：神日本磐余彦命

星宮神社に明治五年、九州は宮崎神宮より神日本磐余彦命を

勧請。星宮神社と並んでいる。

星之宮神社 栃木県真岡市清水 349
星宮神社 栃木県真岡市青谷 247
星宮神社 栃木県真岡市下籠谷 308 虚空蔵様

星宮神社 栃木県真岡市下大沼

星宮神社 栃木県真岡市中 890 番(北中里)

主祭神は、盤筒男命、盤筒女命で、本地仏は虚空菩薩。

星宮神社 栃木県真岡市下籠谷３０８

星宮神社 栃木県真岡市東大島１６６５

星宮神社 栃木県真岡市上大田和１４１ 元虚空蔵菩薩

星宮神社 栃木県真岡市東沼 615-1
星ノ宮神社 栃木県真岡市須釜６６

渡辺私塾図書館内渡辺私塾文庫 栃木県真岡市台町３３６３－７ 日蓮宗開運妙見木版仏

雷電神社(霊符神石塔) 栃木県足利市本城１丁目

星宮神社 栃木県足利市梁田町４９５ 元虚空蔵神社

星宮神社 栃木県足利市山川町６５ 祭神は天津日高彦火瓊瓊杵尊。

星の宮神社 栃木県足利市田島町 1189
元本尊の虚空蔵菩薩は、近くの東光寺に移された。

星宮神社 栃木県足利市常見町２０２

階段を上り始めてすぐの小谷社神社の東側。

両崖山城跡。

足利市には霊符神の石塔がもう一基あるそうです。
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星宮神社 栃木県佐野市栄町 あぶつか公園内

星宮神社 栃木県佐野市赤見町１１６０ 天香香背男命を祀る。

星宮神社 栃木県佐野市鐙塚町２８７

星宮神社 栃木県佐野市市場町(佐野市赤見町市場？)

星宮神社 栃木県佐野市免鳥町７４２ 天香香背男命を祀る。

星宮神社 栃木県佐野市大祝町

星宮神社 栃木県佐野市村上町８８０ 天香香背男命を祀る。

星宮神社(天明宿星宮神社) 327-0012 栃木県佐野市大蔵町 2928

破軍星を表した北斗七星(庚甲石塔？) 栃木県佐野市作原町 1393 竜樹院入口

氏子はウナギを食べない。虚空蔵菩薩との関連が見られる。

御祭神 天津日高彦穂迩々杵命

紋は七曜。かつては虚空蔵菩薩を祀った。像は春日岡惣宗

寺に移す。 惣宗寺 佐野市金井上町 2233
旧社地は七ツ塚と呼ばれ、北斗七星に塚を配 置、星宮妙

見大菩薩を祀る地
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千葉県

千葉神社（元金剛授寺） 260-0018 千葉県千葉市中央区院内 1-16-1

妙見大菩薩（神社） 千葉県千葉市中央区院内 1-1

宝憧院(元妙見寺) 260-0018 千葉県千葉市中央区院内１丁目３－８ 豊

※別 七天王塚 千葉県千葉市中央区亥鼻１丁目から３丁目

千葉大学医学部の構内とその南の住宅街に北斗七星の形に七塚ある。妙見菩薩を祀っているわけではない。

登渡神社 千葉県千葉市中央区新千葉 3-3 元白蛇山真光院定胤寺
とわたり

妙見社 千葉県千葉市中央区生実町

千葉寺千葉神社(妙見大菩薩) 千葉県千葉市中央区千葉寺町１６１ 坂東 29 番 豊

千葉南妙見宮 千葉県千葉市中央区白旗１丁目 白旗団地西側

妙見堂教会 千葉県千葉市中央区矢作町 490 日

※別 千葉市立郷土博物館 260-0856 千葉市中央区中央１－６－１

妙見大祭

８月１６日～２２日（だらだらまつり

の古式）

千葉氏の妙見信仰の中心だった。長

保２年（１０００）年に千葉忠常の次

男、覚算大僧正が建立。

元千葉城の跡に建つ。展望台からの眺めはすばらしい。

千葉氏、妙見様の資料ほか、他の博物館の刊行物など興味ある資料を販

売しています。

プラネタリウムもあります。
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栄福寺妙見地蔵堂 264-0016 千葉県千葉市若葉区大宮町３８６９ 天

木造妙見菩薩立像、紙本著色千葉妙見大縁起絵巻

妙見大菩薩文字碑 千葉市若葉区大宮地区 字台之内 田野家

田野家では｢お不動様｣と呼んでいる(文字が摩耗している)。

明見様文字石碑 千葉県千葉市若葉区田部田字松崎 ※田部田城跡 本丸近く

妙見神社 千葉県千葉市若葉区田部田字松崎 ※田部田城跡 本丸近く

妙見宮 千葉県千葉市若葉区桜木 3-23
昭和 26 年 4 月 1 日都小倉、加曽利町の一部が合併、桜木

町が出来た時千葉の妙見神社より分霊。

大宮神社境内社･妙見神社 千葉県千葉市若葉区大宮町

貴船神社 千葉県千葉市若葉区加曽利町

八幡神社 千葉県千葉市若葉区中野町 809

天津神社 千葉県千葉市花見川区花島町 364 妙見さま 天福寺隣

天津神社(妙見神社) 千葉県千葉市花見区長作町 (馬加氏) 玄中寺近く

諏訪神社 千葉県千葉市花見川区長作町 779
子安神社・妙見宮 千葉県千葉市花見区畑町 2093
妙見神社(祠) 千葉県千葉市花見区犢橋(こてはし)町

妙見社（園生神社） 千葉県千葉市稲毛区園生 62 金蔵院裏山の園生城跡

※千葉山星宮塚 千葉県千葉市稲毛区園生町４４４－１

千葉氏代々の墓群 金蔵院（きんぞういん）境内

白幡神社 千葉県千葉市稲毛区萩台町

妙見堂教会 千葉県千葉市稲毛区緑町１－２７－１ 日

西谷寺 267-0061 千葉県千葉市緑区土気町３６３ 日

下八幡神社 千葉県千葉市緑区越智町大谷 合祀

椎名神社 千葉県千葉市緑区字椎名崎町宮ノ下 ↓か？

妙見社を明治 42 年 10 月 7 日合祀。椎名（崎）城跡。

椎名神社 千葉県千葉市緑区椎名崎町 633
妙見堂 千葉県千葉市緑区大椎 現在は民家にあるようだ。大椎城址

お お じ

根古屋集落には妙見様を祭る祠をもつお宅が何軒かる。

妙見神社 千葉県千葉市緑区平山町 ※平山城跡

※東光院 266-0002 千葉県千葉市緑区平山町２７８ 豊

薬師堂の本尊は、平良文の加護を受け、上野国花園村府中にある七

星山息災寺の七仏薬師(妙見菩薩の本地)を勧請したもの。

無量寺 千葉県習志野市実籾 2-13-1 豊

妙見神社 千葉県習志野市実籾本郷 実籾城跡

天津神社 千葉県習志野市屋敷３－１２

丹生神社境内社妙見神社 千葉県習志野市谷津 1-23

長福寺 273-0865 千葉県船橋市夏見６丁目２３－３ 曹

夏見城跡土塁の上に妙見尊、千葉氏との関連。

長福寺 274-0802 千葉県船橋市八木が谷５丁目１－１ 天

妙見菩薩石祠。隣家にも妙見尊が祀られている。
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星影神社 千葉県船橋市二和西 3-6-43 妙見様とは無関係か

妙見神社 千葉県船橋市印内 ↓か？

妙見神社 千葉県船橋市葛飾町 ↓か？

妙見神社 千葉県船橋市西船７丁目３番地３０

妙見神社(祠) 千葉県船橋市西船５丁目１６ 寺内 石造物群 三叉路

祠が２基、手洗石が１基、庚申塔が２基、道標が１基

妙見山吉祥院 273-0021 千葉県船橋市海神６丁目１８－３４ 豊

昔この地にあった妙見社の別当。本尊は木彫の毘沙門天。

６－１８－３４は海神幼稚園があり、別院が６－１４にある。

妙見八幡神社 千葉県船橋市本中山 1 丁目 4。子之神社と同じ敷地内

羽黒神社 千葉県船橋市東中山

羽黒神社・熊野神社・妙見社・摩利支天社を合祀。

東明寺 千葉県船橋市東中山１丁目１－８ 浄土

羽黒神社にあった妙見菩薩を祀る。

八幡神社妙見菩薩石祠 千葉県船橋市小室 148 妙見菩薩石祠？

藤代家敷地内妙見菩薩(神社) 千葉県船橋市高根町 高根城城内

法華経寺妙見堂 272-0813 千葉県市川市中山２丁目１０－１ 日

安房神社 千葉県市川市中山４丁目３

元々は「安房の須明神」で、国常立命や妙見を合祀。

安国寺妙見堂(曽谷妙見尊) 千葉県市川市曽谷 3-35 日

妙見堂、奥は鬼子母神堂

法見寺・伏見妙見稲荷？ 千葉県市川市本北方３－５－１６ 昭和 49 年勧請

本光寺 272-0805 千葉県市川市大野町３－１６９５－１ 日

大野町は平将門伝説が多く残されている。
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及川家 千葉県市川市大野町

円福寺 272-0014 千葉県市川市田尻４丁目１２－１７ 日

東栄寺妙見堂 千葉県八千代市保品９１７ 豊

東京成徳大学･「伝統文化資料室」276-0013 千葉県八千代市保品 2014 能勢型

香取神社境内社妙見社 千葉県八千代市保品 812
妙見神社 千葉県八千代市桑納９９

七百余所神社 千葉県八千代市村上 433 鎌倉時代後期の創建

米本神社 千葉県八千代市米本１６４１ 千葉氏系

妙見大菩薩の祠(吉橋城址) 千葉県八千代市吉橋字花輪 城跡には妙見山来福院址もある。

吉橋八幡神社境内社妙見菩薩 千葉県八千代市吉橋 1195
妙見社 千葉県八千代市高津 高津館跡 ↓のようだ。

高津比咩神社境外神社 千葉県八千代市高津字高津 294
妙見神社 高津西 644 番地、天文 11 壬寅年 11 月創立

大宮神社 千葉県八千代市島田 1140
大正 5 年に庚申社・大六天社・妙見社・水神社を合祀。

妙見寺 千葉県君津市浦田 16 智

久留里神社(細田妙見) 千葉県君津市浦田 14-1 両総六妙見（千葉六妙見）の一社

人見神社 千葉県君津市人見８９２ 白雉元(650)年創建

千葉６妙見のひとつ（鎌倉の後に移された地）。急な階段が 300 段以上続く。

青蓮寺 299-1147 千葉県君津市人見１丁目１１－７ 豊

人見神社の妙見菩薩像を本堂内に祀る。

円如寺薬師堂内 千葉県君津市小市部１２７ 智

妙見さま 千葉県君津市 畑沢か？

妙見堂 千葉県富津市売津 妙見山頂

海龍寺妙見菩薩像 千葉県富津市売津 50

星ノ宮神社 千葉県銚子市森戸町

妙見神社 千葉県銚子市森戸町 ↑か？

阿蘇神社・北辰社 千葉県銚子市八木 地図にはアソ神社とある。

堀内神社 千葉県銚子市岡野台町 1 丁目 220 番地

等覚寺 千葉県銚子市岡野台町 2-473 曹

天御中神社 千葉県銚子市本城町 5 丁目番外 1 番地 下記と同じか？

天御中神社 千葉県銚子市本城町字妙見４ ※本城城跡

天御中神社 千葉県銚子市長塚字妙見１－５３５ ※本城城跡

妙見山妙福寺 288-0811 千葉県銚子市妙見町 1465 妙見宮本殿・坂東 27 番 日

小川神社 千葉県銚子市南小川町 2949

横田神社（かつての妙見堂） 千葉県袖ヶ浦市横田 2470（千葉県の歴史 Ｐ 108）
台神社 千葉県袖ヶ浦市上泉 822
妙見神社(御中主神社) 千葉県袖ヶ浦市三ツ作 1843 妙見宮の扁額が架かっている。
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天御中主神社 千葉県茂原市早野１００４

妙見神社 千葉県茂原市早野 ↑か？

鷲神社 千葉県茂原市鷲巣 18
寛永 7 年（1630 年）11 月酉の日には大本山鷲山寺（千葉県茂原市）の鎮守である鷲妙見大菩薩（鷲大明神）の

出開帳が行われ、浅草酉の市は、長國寺に安置される「鷲妙見大菩薩」のご開帳日に立つ門前市から始まった。

初馬神社脇社妙見社 千葉県長生郡長生村宮成 2147 宮成の飛地（新田自治会館）

天御中主神社 千葉県長生郡長南町長南 1257 妙見宮か。

妙見神社 千葉県長生郡長南町長南字中城他 長南城跡(上総武田氏)

北辰妙見碑 千葉県長生郡睦沢町寺崎 勝見城曲輪跡

北辰妙見石塔 千葉県長生郡睦沢町

白子神社 299-4218 千葉県長生郡白子町関５３６４

主祭神：白子大明神で北斗神（天帝、玄武）

清澄寺妙見宮 299-5505 千葉県鴨川市清澄 322 日

誕生寺太田堂 299-5501 千葉県鴨川市小湊１８３ 日

妙見神社 千葉県鴨川市南小町

北辰神社（妙見宮） 千葉県鴨川市北小町 2033
妙見山長福院北辰神社 千葉県鴨川市北小町 2036 上のようだ。 智

男金神社(和泉妙見社) 千葉県鴨川市和泉 1639
金乗院妙見石祠 296-0035 千葉県鴨川市打墨７０９ 本堂裏山 智

天御中主神社(妙見堂) 千葉県勝浦市中島 374
赤羽根、中島には上総平家の居館があったと伝えられる。

天御中主神社 千葉県南房総市(元和田町)小川５１１

※以下は元佐原市

妙見神社（２カ所あり） 千葉県香取市大倉

妙見神社 千葉県香取市大蔵字御城・根小屋 大倉城跡

妙見神社 千葉県香取市鳥羽小峰 99
妙見神社 千葉県香取市観音

皇産霊神社 千葉県香取市上小川 ※かつての妙見社

妙見山正智院廃寺(御堂は存在する) 千葉県香取市伊地山字外城 伊地山砦

妙見社 千葉県香取市（元佐原市）福田字城※福田砦跡 福田小のすぐ南

星宮神社 千葉県香取市鴇崎 1113
妙見寺 千葉県香取市多田

妙見神社 千葉県香取市多田堀之内 ※下と同じか

妙見神社 千葉県香取市多田 590 ※元多田城との関係

妙見神社 千葉県香取市多田本田

本命寺 千葉県香取市大崎 1036 妙見菩薩立 豊

※大崎城(大崎字城の内)にあった妙見社の厨子を移す。

浄国寺妙見石像 千葉県香取市佐原イ 1973 ※本堂脇 文化２丑十月建立 日

妙見宮 千葉県香取市沢

八重垣神社 千葉県香取市新里 983
天隆神社 千葉県香取市本矢作 国分氏勧請

天宮神社 千葉県香取市新市場字 〃

妙剣神社 千葉県香取市(元香取郡小見川町)小見川 92 京葉銀行支店側

妙剣神社 千葉県香取市(元香取郡小見川町)下小川 1581
天之宮神社 千葉県香取市(元香取郡小見川町)岡飯田 東氏代々の鎮守氏神

妙見社 千葉県香取市(元香取郡小見川町)岡飯田字根小屋 森山城跡↑か

星宮大神 千葉県香取市(元香取郡小見川町)下飯田 1157
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星宮大神 千葉県香取市(元香取郡小見川町)下飯田 2002
星宮大神 千葉県香取市(元香取郡小見川町)下飯田 3039
妙見神社 ※森山城跡 千葉県香取市(元香取郡小見川町)下飯田字根小屋

根小屋とは、標高の高い中世山城の主郭部分は居住性が低いため、その山裾の平坦地に郭を構え、城主や

その家族などの居住区とした。そうした機能を持つ郭を根小屋と呼んだ。

星宮神社 千葉県香取市(元香取郡小見川町)臼井字城野内

臼井の地名がないので下か？

星宮神社 千葉県香取市(元香取郡小見川町)白井 白井城址

妙見社 千葉県香取市（元栗源町）荒北字妙見山、館 荒北城跡

荒北城は千葉一族東氏の居城と伝えられる。

妙見神社跡の碑 千葉県香取市(元香取郡栗源町)岩部字要害 ※岩部城跡

星勝神社 千葉県香取市(元香取郡山田町)府馬 2520
星宮神社 千葉県香取市(元香取郡山田町)神生字身城 179 ※神生城跡

星宮神社 千葉県香取市(元香取郡山田町)小見

星宮神社 千葉県香取市(元香取郡山田町)小見

妙剣神社 千葉県香取市(元香取郡山田町) ※下小川砦跡

阿麻勝神社(元妙見社か？) 千葉県香取市(元香取郡山田町)鳩山 祭神:天御中主命

八重垣神社 千葉県香取市(元香取郡山田町)新里字竹之鼻

東庄町(妙見菩薩像) 千葉県香取郡東庄町笹井い ※個人蔵(東家)だったが、町に寄贈。

星宮之大神（妙見宮） 千葉県香取郡東庄町石出 1598 天御中主を祀る。星之宮大神？

星宮神社 千葉県香取郡東庄町石出 上と同じか

星宮神社 千葉県香取郡東庄町粟野 1008 大友の隣の字

千葉神社石塔 千葉県香取郡東庄町東和田字登城 ※和田城跡

左右神社 千葉県香取郡東庄町舟戸字作之内

稲尾神社 千葉県香取郡東庄町東今泉字馬場

日本寺妙見七面宮 289-2257 千葉県香取郡多古町南中１８２０ （中村檀林） 日

妙見社 千葉県香取郡多古町南中字田中 1328 飯土井城跡 分城跡？
ぶん

妙見神社 千葉県香取郡多古町島

妙見神社 千葉県香取郡多古町北中４５１

妙見社 千葉県香取郡多古町北中２１２０

八幡神社 千葉県香取郡多古町北中 1427
妙見神社 千葉県香取郡多古町南借当

妙見神社 千葉県香取郡多古町南玉造字高田 673
妙見神社 千葉県香取郡多古町川島 星宮大神神社か？

星宮神社 千葉県香取郡多古町川島 308 ↑か？

天御中主神社 千葉県香取郡多古町御所台字城 120 土橋城跡・妙見社も合祀

星宮神社 千葉県香取郡多古町一鍬田 205 妙見堂もあるか？

妙見堂 千葉県香取郡多古町桧木

星宮大神神社 千葉県香取郡多古町桧木 191
妙見神社 千葉県香取郡多古町鏑木

妙見神社 千葉県香取郡多古町島字塙台 ※志摩城跡

天御中主神社 千葉県香取郡多古町喜多 434
星之宮神社 千葉県香取郡多古町喜多 999
妙見神社(星宮神社) 千葉県香取郡多古町喜多 590
星宮大神 千葉県香取郡多古町川島 308
妙光寺 寺宝妙見像等 289-2241 千葉県香取郡多古町多古２５５０ 日

妙見社 千葉県香取郡多古町多古字多古台 ※多古城跡

妙見祠 千葉県香取郡多古町次浦字城山 次浦城跡

妙見宮 千葉県香取郡多古町東松崎
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西徳寺 千葉県香取郡多古町本三倉 272 童子形亀踏像(江戸期)真言室生寺

妙見神社 千葉県香取郡神崎町武田 千葉氏館跡(千葉殿屋敷跡)

元八日市場市

飯高寺(法輪寺)妙見社･飯高妙見尊像画 千葉県匝瑳市飯高 1789 ※元檀林･立正大学発祥の地 飯高城跡

日蓮宗の最初の檀林。学僧にとって妙見様は試験の神様。日蓮宗に妙見信仰が広がった起点といえるようだ。

妙見社が↓の飯高神社になった。飯高寺は檀家もなく維持が大変なようだ。

飯高神社(元飯高妙見宮) 千葉県匝瑳市飯高 475
平良文の祭る七妙見の一つという。千葉氏の一族飯高氏の氏神。

廃神社同様に痛んでいるようだ。

妙見山妙福寺妙見堂 289-2173 千葉県匝瑳市飯高 277 飯高神社の妙見像を祀る。 日

星宮神社（妙見宮） 千葉県匝瑳市長岡２４４ 長岡城跡か。

星宮神社（千葉氏関連） 千葉県匝瑳市平木２９７０ ２９７５？

星宮神社 千葉県匝瑳市長谷６９１

星神社 千葉県匝瑳市椿２８３

星宮神社 千葉県匝瑳市大浦 321 ３９４－４？ 宮和田区

星宮神社 千葉県匝瑳市八日市場ハ 162（敬愛高校側）

星宮神社 千葉県匝瑳市台

星宮神社 千葉県匝瑳市傍示戸

八雲神社(旧妙見神社) 千葉県匝瑳市新城字要害※新城(しおら)城跡

星宮神社 千葉県匝瑳市大堀字城用台 703 ※大堀城跡

妙見宮 千葉県匝瑳市大堀 上か。賢徳寺近く。

妙見宮ノ碑＋妙見宮(祠) 千葉県匝瑳市飯塚字御城 飯塚砦跡

星宮神社 千葉県匝瑳市吉崎 879-1
星宮神社 千葉県匝瑳市吉田字妙見４２０５ 吉田城跡

星宮神社 千葉県匝瑳市堀川 4103 堀川館の跡地 旧号は妙見大菩薩

星宮神社 千葉県匝瑳市長岡 244
妙見社 千葉県匝瑳市入山崎

妙見宮 千葉県匝瑳市大寺

星宮神社 千葉県匝瑳市(元匝瑳郡野栄町)堀川字荒生後 4103 ※堀川館跡

星神社 千葉県匝瑳市

妙見神社 千葉県匝瑳郡横芝光町(元光町)尾垂イ 532
星ノ宮神社 千葉県匝瑳郡横芝光町(元光町)木戸 8076
星宮神社 千葉県匝瑳郡横芝光町(元光町)虫生字ニカヘすす 404 田中城跡

星宮神社 千葉県匝瑳郡横芝光町(元光町)小田部 852 小田部城跡
こたべ

星宮神社 千葉県匝瑳郡横芝光町(元光町)台字城の下１６０８ 岩室城跡

星宮神社 千葉県匝瑳郡横芝光町(元光町)傍示戸 278
八幡神社 千葉県匝瑳郡横芝光町(元光町)上原字八幡

妙見山尊星院 千葉県旭市江ヶ崎 1098 智

星宮神社 千葉県旭市鎌数

星宮神社 千葉県旭市ニ（旭市役所西側）

星宮神社 千葉県旭市ニ（ｹｰﾖｰﾃﾞｲﾂ側）

御中主神社 千葉県旭市駒込

熊野神社 千葉県旭市井戸野字宮橋

子安神社 千葉県旭市江ヶ崎字鎮守郭 ※元子安妙見宮

天御中神社 千葉県旭市大塚原

妙見宮祠 千葉県旭市(元香取郡干潟町)清和甲字城山 諸徳寺城

富岡神社（飯岡の妙見様） 千葉県旭市(元海上郡飯岡町)

妙見神社 千葉県旭市(元海上郡海上町) 海上 氏の守り本尊
うなかみ

妙見神社 千葉県旭市(元香取郡干潟町)鏑木（勝願寺隣）鏑木城跡
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厳島神社・妙見宮石祠 千葉県旭市(元香取郡干潟町)萬歳

妙見神社(天御中主神社) 千葉県山武市(元山武郡成東町)寺崎 83
天御中主神社 千葉県山武市(元山武郡成東町)戸田 1000
天御中主神社 千葉県山武市(元山武郡成東町)松ヶ谷イ１９８５

勝覚寺 千葉県山武市(元山武郡成東町)松ヶ谷イ２０５８ 智

関東八十八ヵ所霊場第四十六番札所

妙見菩薩像銅像懸仏 千葉県山武市(元山武郡成東町)

千葉氏系末裔と伝える旧家に奉祀されている。

天御中主神社 千葉県山武市(元山武町)

妙見祠 千葉県山武市(元山武町)埴谷 埴谷城跡
は に や

小川神社(小川城跡) 千葉県山武市(元松尾町)小川字御城内 複製 原品:銚子堀内神社蔵

妙見社板碑 千葉県山武市(元松尾町)小川 妙見社跡

妙見神社 千葉県山武市松尾町上大蔵

芝山仁王尊観音教寺 289-1619 千葉県山武郡芝山町芝山２９８ 天

妙見社 千葉県山武郡芝山町字登城 山中北城

正法寺妙見堂 299-3253 千葉県山武郡大網白里町小西７５５ 小西壇林 日

妙見神社 千葉県山武郡大網白里町四天木

妙見さま(妙見神社) 千葉県市原市栢橋字妙見
かやはし

妙見神社 千葉県市原市吉沢

妙見寺 千葉県市原市畑木 470
妙見社 千葉県市原市畑木字舞台 妙見寺のすぐそば

妙見神社 千葉県市原市葉木 658 葉木城跡 祭神：天之御中主尊

妙見神社 千葉県市原市佐是 佐是城跡？

千葉神社 千葉県市原市菊間字田中前

天御中主神社 千葉県いすみ市(元夷隅郡大原町)下原 559
天御中主神社 千葉県いすみ市(元夷隅郡大原町)釈迦谷６６１

天御中主神社 千葉県いすみ市(元夷隅郡大原町)新田野 109
妙見堂 千葉県いすみ市新田

妙見山三光寺妙見堂 298-0111 千葉県いすみ市万木 1111 天

苅谷不動宝勝院 千葉県いすみ市苅谷 307 関東三十六不動霊場第３４番札所 天

天御中主神社(妙見神社) 千葉県夷隅郡大多喜町大田代 1183

成田山新勝寺・清瀧権現堂妙見宮 千葉県成田市成田１ 智

星神社 千葉県成田市大清水 209 － 11
江弁須城址 妙見神社 千葉県成田市江弁須 千葉氏の族臣、馬場氏の居城跡。

皇産霊神社 千葉県成田市江弁須字弥重

妙見山正蔵院 千葉県成田市江弁須２９５ 本尊･虚空蔵菩薩 豊

星神社 千葉県成田市大生１０９ 大生城跡 大生妙見宮か？
おおう

星神社 千葉県成田市東和泉字城山１－１ 東和泉城址

※高田崇史氏の講談社ノベル、QED シリーズ『怨霊将門』

に QED としてここが出てくるが、今回の作品 の結論

としては？。しかし、平将門に関して、知りたい人は、

簡単明瞭でお勧めです。

『QED 百人一首の呪』は面白いですよ。
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星神社 千葉県成田市小泉１２２３

妙見神社 千葉県成田市小泉 上と同じか？ 小泉館(千葉氏系の屋敷跡)

妙見神社 千葉県成田市芦田

星神社 千葉県成田市駒井野 88 下か、どちらかが駒井野城跡

星神社 千葉県成田市駒井野 613
妙見神社 千葉県成田市下方字根古屋 ※鷺山城２郭

妙見神社 千葉県成田市押畑字子の神 押畑城跡（子の神城）

稲荷神社 千葉県成田市押畑字台

星神社 千葉県成田市臼井田

麻賀多神社 千葉県成田市下宿 合祀 妙見神社（天香々瀬男命）

妙見祠 千葉県成田市下金山字西前、東前、北ノ内 下金山城跡

妙見社 千葉県成田市押畑字子 神押畑城（子の神城）跡

妙見社 千葉県成田市小菅字根古屋 小菅城跡

妙見社 千葉県成田市幡谷

延命院から約 100 ｍほど東の路傍に石造物が集められた一画

妙見神社 千葉県成田市高

北辰神社 千葉県成田市高倉

根山神社 千葉県成田市北須賀 98 妙見菩薩と牛頭天王を祀っている。

妙見神社 千葉県成田市久住土室

妙見神社 千葉県成田市久住小萓

北辰神社 千葉県成田市(元香取郡下総町)高倉１

星宮神社 千葉県成田市(元香取郡下総町)成井６１４

星宮神社 千葉県成田市(元香取郡下総町)大和田１５３

神崎家(千葉氏遺臣) 千葉県成田市(元香取郡下総町)大和田 妙見･春日の掛軸

妙見菩薩石仏 千葉県成田市(元香取郡下総町)名古屋 助崎城跡 寛文八年

北辰神明神社 千葉県成田市(元香取郡下総町)青山字富乃木

星宮神社 千葉県成田市(元香取郡大栄町)中野９５ 星神神社か？

妙見山新福寺 千葉県成田市(元香取郡大栄町)久井崎３０６？

星宮大神 千葉県成田市(元香取郡大栄町)久井崎３０６

盤裂神社 千葉県成田市(元香取郡大栄町)奈土

妙見神社 千葉県成田市(元香取郡大栄町)村田字登城 ※村田城跡

妙見神社 千葉県成田市(元香取郡大栄町)前林字城山 前林城跡

妙見神社 千葉県成田市(元香取郡大栄町)前林字ミジョウ 前林館跡

妙見堂 千葉県成田市(元香取郡大栄町)松子

妙見社 千葉県成田市(元香取郡大栄町)村田

妙見堂 千葉県成田市(元香取郡大栄町)堀篭

妙見神社 千葉県富里市中沢 61
亀に乗った妙見立像 中世室町時代の千葉氏の山城。

小麻賀多神社（駒形神社）？ 千葉県富里市久能

天御中主神社(妙見神社) 千葉県四街道市山梨字殿台 823 山梨城跡(別称･月見里城)
や ま な し

千葉神社の分身で金剛授寺の分霊を祀る？。近くには、薬師堂。

上野八幡神社・妙見祠 千葉県四街道市上野 近くには薬師堂。

星産霊神社 千葉県四街道市和良比

妙見祠 千葉県四街道市小名木 小名木城跡 ゴルフ場内のようだ。

妙見様(祠) 千葉県四街道市亀崎

亀崎城跡 136 号線沿い。熊野神社から約 100 ㍍南西

妙見神石碑 千葉県四街道市亀崎 亀崎城址(現在近隣へ移動)
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妙見神社 千葉県印西市浦部 1351 あたりと思う。

月影の井

松林氷川神社 千葉県八街市八街い 213 勢多交差点の北側

境内には妙見宮・子安神社が併祀 松林公民館がある。

妙見神社 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉 781（千葉氏本拠地の本佐倉城跡）
し す い もと

隣接佐倉市将門町に将門神社

本佐倉字根古谷と本佐倉字猿楽場の２ヶ所あるようだ。

※酒々井町には妙見神社が八ヶ所あるそうです。

泉光院(廃寺) 千葉県印旛郡酒々井町墨 お堂が残る。

六社神社 千葉県印旛郡酒々井町墨 1007
麻賀多神社境内･妙見社 千葉県印旛郡酒々井町酒々井

小麻賀多(駒形)神社境内･妙見社 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋

駒形神社 千葉県印旛郡酒々井町中川字天神原

星神社(臼井妙見社) 千葉県佐倉市臼井田字外城 1080（臼井城跡側）

臼井常康が永久年間（1113 ～ 1118）創建

妙見社石祠 千葉県佐倉市 臼井城五砦の一つ 田久里（たぐり）砦跡

妙見社及び摂社の稲荷社、清龍権現

妙見神社(西御門神社) 千葉県佐倉市西御門 176（城跡か？）

天御中主神社 千葉県佐倉市上志津 962
志津城跡 千葉氏系志津次郎胤氏の居城 1629 年創立

妙見神社(祠) 千葉県佐倉市小竹字仲内 ※小竹城跡

妙見社 千葉県佐倉市馬渡字大内 馬渡（まわたし）大内城跡

妙見社(妙見神社) 千葉県佐倉市本町

妙見社 千葉県佐倉市青菅

妙見神社 千葉県佐倉市六崎 1076
七曲神社 千葉県佐倉市七曲 136
駒形神社 千葉県佐倉市内田字花輪１

諏訪神社 千葉県佐倉市木野子字諏訪向

妙見菩薩立像(銅製) 千葉県白井市 ｢白井市の仏像｣に記載あり。市外の個人蔵。

神々廻の妙見神社(今はないと思われる)に祀られていた。

妙見神社（星の神） 千葉県松戸市紙敷１５２０

平将門、あるいは千葉胤通の創建と伝えられる。

永治小学校の西、皇太神宮社との中間あたり。わかりづらい。

小学校から皇太神宮社に向かう途中に小さな看板がある。右

折。中村家が祀っている。

月影の井

鎌倉の星の井、奥州二本松の日影の井と共に日本三井の一

つだったと伝えられている。小学校から妙見神社に向かう

途中にある。

城主の大菅豊後守正氏(千葉氏の一族)の行水場であったと

言われている。同氏が武将にまれな風流人であったので、

月影の井の名声が広まったといわれる。
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妙見山広龍寺 千葉県松戸市紙敷１０２４ 日

妙見神社 千葉県松戸市中根４５７ 中根城跡

月星紋

明治神社 千葉県松戸市上本郷字北台 2087 旧妙見社

金山神社・妙見神社(石宮) 千葉県松戸市根本 344-1 根本富士。城跡だそうだ。

本法寺 千葉県松戸市和名ヶ谷 724 日

妙見堂

中山法華経寺第三世住職より

いただいた妙見菩薩がご本

尊。

紋は月星。

妙見神社はみつからなかった。

一合目にあったらしい。

小高い山が富士塚になってお

り、たくさんの碑が建立され

ている。

木々が鬱そうとして、昼間で

もかなり暗い。
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妙見社 千葉県松戸市 秋山から二十世紀ケ丘(おそらく秋山)

※大勝院 千葉県松戸市大谷口 143 豊

高城下野守胤吉によって建立された。本尊十一面観音菩薩は妙

見菩薩の本地仏。

※天形星神社 千葉県流山市長崎２丁目 157

祭神は素戔嗚尊。妙見様とは関係ないようだ。

妙見社 千葉県流山市名都借字城山 名都借城跡

中の石祠には富士浅間大権現もあった。合祀されている。

他にも社がある。

※香取神社･水神石祠(亀踏) 千葉県野田市目次四区

水神 亀の上に乗る。

宝暦四年の建立

八坂神社・妙見神社 千葉県柏市布施 布施城跡(相馬氏)

ここは布施弁天の持ち物

だそうです。本来は妙見様

が八坂神社の中にあったよ

うです。

布施弁天の近くに移築さ

れる予定です。

※天刑星（てんぎょうしょう、てんけいせい）

辟邪神たる天刑星(木星)が牛頭天王と習合し、疫神や

悪霊を攘う霊験あらたかな神となった。
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※別 布施弁天東海寺 277-0825 千葉県柏市布施１７３８ 豊

円性寺･妙見祠 千葉県柏市布施 2278 豊

妙見祠は本堂の裏手にある。

妙見山萬松寺 千葉県柏市松ヶ崎 517 曹

香取神社境内社・妙見神社 千葉県柏市花野井 1000
妙見神社の裏側

向かって 向かって

右＝香取神社 右＝妙見大薩埵文字碑

左＝妙見神社 (亀踏)

左＝妙見神社文字碑

万福寺 千葉県柏市増尾４丁目１４－１ 豊

妙見堂

近年まで幸谷城跡(増尾本

郷)にあった妙見堂の本尊が

まつられいる。増尾城主相

馬氏の守護神と推定されて

いるようだ。

関東三弁天の一つ。下総を代表する建築物は必見の

価値あり。

将門妙見絵馬がある。
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※妙見堂跡 千葉県柏市増尾 幸谷城跡

※小林寺 千葉県市増尾 3-6-1 臨･大徳寺派

奥州相馬家初代の墓

相馬重胤(相馬師胤の子、陸奥へ下向)

※増尾城跡 千葉県柏市増尾 増尾城址公園として整備されている。

千葉家 千葉県柏市増尾台

妙見神社 千葉県柏市大青田 1109（野田市との境）
お う た

※妙見山円福寺 千葉県柏市大青田 1101 豊山

妙見神社の元別当寺

妙見神社は元禄九年九月十三日創建

童子形亀踏像を祀る。

妙見山圓福寺が別当だった。

鷲大明神の文字塔

安政七申年三月吉日

側面には「別當 妙見山圓福寺」

ここの鷲大明神は妙見様なのだろうか。

美里ゴルフと芝浦工大柏

高校との中間当たり。

御尊像は万福寺に移され

た。
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吉祥院 千葉県柏市大室 780

右が妙見大菩薩文字碑

明治５(1872)年８月晦日

天満宮 千葉県柏市船戸１４５３

妙見大菩薩文字碑

延享４(1747)年４月吉祥日

医王寺 千葉県柏市船戸１０６７ 豊

妙見大菩薩文字碑 嘉永５(1852)年８月吉日

庫裏の前

西光院 千葉県柏市篠籠田１２１４ 豊

妙見堂

神鏡をかたどった亀踏石像。正面に梵字を
き ふ

配した星曼荼羅

文政元(1818)年８月２０日

興福院 千葉県柏市(元沼南町)手賀字下之坊 712-1 豊山

寺宝 手賀城主・原筑前守胤親寄進
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星神社 千葉県柏市(元沼南町)鷲野谷字妙見内２－１ ※鷲野谷城跡

鷲神社・兵主神社も合祀している。

妙見神社 千葉県柏市(元沼南町)泉字中城 泉城跡

藤ヶ谷香取神社･合祀 千葉県柏市(元沼南町)藤ヶ谷字城之堀６８６ 藤ヶ谷城跡

藤ヶ谷は相馬姓が多い。

福満寺妙見菩薩 千葉県柏市大井 1708 元妙見堂の本尊。本堂に祀る。 天

平将門祠

車御前鏡の井戸と富士川氏

本堂の裏手にある。

御住職･井原慧純師は平将門、妙見菩薩、地域の歴史に詳しい。とても積極的な方です。

妙見堂跡・妙見大菩薩文字碑･車ノ前五輪塔 千葉県柏市大井 1228 福満寺の南側 200m の境外地

将門の妾･車ノ前を祀った。車ノ前五輪塔がある。

妙見大菩薩文字碑⇒

地元の人々は例年将

門の命日 2 月 21 日

に妙見講を行ってい

る。

明治４３年妙見社は鳥見神社

に合祀されたようだが、その

後昭和９年に戻ってきた。

※鳥見神社（伊津美神社）

柏市(元沼南町)泉 青年

会館の東隣
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葺不合(ふきあえず)神社(沖田弁財天)・童形妙見石像 千葉県我孫子市新木(下新木 )1812
あらき

新木城跡(相馬家)

柴崎神社 千葉県我孫子市柴崎字山王谷 737 ※将門が祈願所

妙見社→北星神社(北星社)→

柴崎神社

北星神社 千葉県我孫子市台田４－１１

香取神社 千葉県我孫子市我孫子字宮脇 ？

※メモ

旧上総・下総の 妙見社は二百数十社

房総地方の 妙見社は 188 社・左図（廃仏毀釈を逃れた数）

脇の摂社には普通の狛犬があるが、本殿には亀が

一対だった。古い亀もある。

相馬氏ゆかり。
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伊藤一男著『妙見信仰と千葉氏』(崙書房)より
1980 年 5 月 30 日発行

廃社のみ抜粋掲載

■廃社と記載されてある神社

当時の住所表示のままです。明らかな間違いは訂正した。

廃社とあっても実際には存在していると思われる所は記載しませんでした。

名称が変わっているだけの所もあるようです。

合祀されている場合もあると思います。

千葉県佐倉市

天御中主神神社 志津字干場

妙見社 臼井田字古城跡

天御中主神神社 馬渡字内 ※馬渡字大内の妙見社か？。

千葉県八千代市

妙見神社 保品字郷

妙見社 陸島田 ※八千代市島田

千葉県印旛郡酒々井町

天御中主神神社 上岩橋字内方 ※小麻賀多(駒形)神社境内･妙見社か？。

千葉県印旛郡白井町(白井市)

妙見神社 神々廻字東発込

千葉県印旛郡四街道町(四街道市)

天御中主神神社 山梨字川戸 字殿台に天御中主神神社あり。

星神社 内黒田字今泉

千葉県印旛郡印西町(印西市)

妙見社 木下

千葉県印旛郡栄町

妙見社 矢口字花輪

千葉県印旛郡印旛村

妙見社 山田字宮前

妙見神社 鎌倉字老作 鎌苅か？

千葉県成田市

天御中主神社 寺台字妙見

千葉神社 押畑字辺田前

七星神社 下金山字東前

星神社 東和泉字城内 東和泉字城山に星神社？

妙見神社 赤萩字屋下

妙見神社 野毛平字東方

千葉県香取郡東庄町

平台神社 窪野谷字平台

妙見社 羽計

妙見神社 大友
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千葉県銚子市 （三崎庄）

堀内神社 船木岡台字宝徳庵

千葉県匝瑳郡光町(山武郡横芝光町)

星宮神社 台字宮之内

千葉県香取郡多古町 （千田庄）

妙見神社 南玉造字小玉 字高田に妙見神社

天御中主神社 久賀内字城

星宮大神 桧木字竹のさく

妙見社 南中字高田 字田中に妙見社

千葉県香取郡栗源町(香取市)

星宮神社 岩部字要害

千葉県千葉市 中世妙見信仰の中心地 （千葉庄）

天津神社 幕張町字内畑 花見川区

妙見社 大椎町本字西要 緑区

妙見社 畑町字妙見道 花見川区

妙見神社 坂月町 坂月神社境内 若葉区

妙見神社 大宮町字大宮田 若葉区
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神奈川県

妙見山長泉寺 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田７丁目 10-4 豊山

山田神社 神奈川県横浜市都筑区南山田町

元妙見社、かつては長泉寺が別当

北辰神社 神奈川県横浜市金沢区六浦５丁目８

※六浦藩御用達商人の末裔の屋敷

妙見祠 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 27 山口ホーム駐車場

東峯八幡妙見祠 神奈川県横浜市戸塚区吉田町(吉田元町) 七祭神の内

吉田元町町内会館の近く

妙見祠 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

仏母寺壺月庵 神奈川県横浜市港南区上大岡東２－４－４

昭和６３年開山、平成１５年移転。

西光寺･妙見菩薩祠 神奈川県横浜市港南区中里 3-25-3 高野

弘明寺(ぐみょうじ) 232-0067 神奈川県横浜市南区弘明寺町２６７ 七星如意輪曼荼羅 高野

川崎大師平間寺 210-0816 神奈川県川崎市川崎区大師町４－４８ 真言宗智山派大本山

絹本着色妙見菩薩画像(密教系)

登戸稲荷神社別殿 神奈川県川崎市多摩区登戸２２９７

久末天照大神 213-0026 神奈川県川崎市高津区久末 642

※鶴岡八幡宮・北斗堂 248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下２丁目１－３１ 江戸初期にはあった。

大倉稲荷 六基の庚申塔の内 神奈川県鎌倉市雪ノ下４丁目 岐れ道 妙見大菩薩自然石文字碑

※妙伝寺 248-0011 神奈川県鎌倉市扇ガ谷 2-21-3 日

元文京区白山にあった。昭和 49 年 2 月移転。戦災で旧本尊妙見北辰菩薩は焼失。

天照大神 (配祀) 五十猛命 天御中主尊など

日曜日は社務所で、三味線のお稽古のようだ。

妙見様とは関係ないようだ。
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名越大黒堂境内 神奈川県鎌倉市大町 安国論寺前古道

猿田彦大神･北斗尊星･天鈿女尊文字碑 文化５年 自然石

北斗尊星塔 神奈川県鎌倉市 ↑か？

http://www.aa.alpha-net.ne.jp/starlore/bunka/kbunkazai.html
八雲神社・妙見大菩薩文字碑 神奈川県鎌倉市西御門１－１３－１ 神社裏

八雲神社は海上氏の屋敷神だった。西御門には海上氏重臣

の子孫が多く、彼らの手によって妙見碑が建てられた。

龍口寺妙見堂 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬３丁目１３－３７ 日

北斗妙見霊府神文字碑 神奈川県藤沢市藤沢 4 丁目 4 伊勢山公園内の北側

妙見神社 神奈川県藤沢市遠藤 打越と諸之木の二カ所にある。

北辰明見星碑(自然石文字碑･二体あり) 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 2-12 国分㈱鵠沼寮駐車場

実相寺 238-01 神奈川県三浦市初声町下宮田 3377 寺宝 日

日吉神社(妙見社) 神奈川県厚木市下荻野 子合の妙見社 元別当･妙見寺(廃寺･曹)

この近在には、日吉神社がいくつかある。

鐘鋳神社(元妙見社) 神奈川県厚木市中荻野

※別 星谷寺 228-0024 神奈川県座間市入谷 3-3583 坂東第八番札所

三兜大神文字碑

毛利の 3 つの兜が出土した場所

毛利元就の祖は大江広元。源頼朝か

ら相模国毛利庄屋（現在の厚木市）

を領地としてもらった。

新編相模風土記稿によれば、金鋳(カナイ、

鐘鋳｢元妙見社｣)神社は下荻野とある。実際

は厚木市中荻野。他にもあるのだろうか。町

名の移動か。｢銅座金山荻野の名所銅座コネ

ーカ金掘りに｣といわれ、銅鉱があった。鋳

物師が住んだらしい。
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高森道了尊松高庵・北極連珠塔 神奈川県伊勢原市高森台 1-1
陰陽職・多田子門が陰陽道の天文図を刻んだ石碑。嘉永六年建

立。九曜星、二八宿星、北斗七星などが彫られている。

※別 五社神社 神奈川県綾瀬市早川 1603

※別 相模国分寺跡 国分寺 神奈川県海老名市国分寺南

八坂神社・妙見尊石塔 神奈川県相模原市大島 2355

山王神社・妙見尊石像 神奈川県相模原市田名半在家 5056

古清水自治会館が八坂神社境内

にある。

妙見尊石碑は北西約 30 ㍍離れ
た境外の道路の際に祀られてい

る。

新編相模風土記稿に末社妙見とあるが現

在は祀られていない。秩父平氏流の渋谷重

国が祀られているので、かつては近くにあ

った渋谷氏の早川城にも妙見様が祀られて

いたのだろうか。
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春日神社境内霊符石塔 神奈川県相模原市津久井町長竹１７４

霊符塔 天保三年

青蓮寺妙見堂 神奈川県相模原市藤野町（元津久井郡）日連 1634 高野

※妙見橋 神奈川県相模原市上溝 3-13あたり

妙誠寺 神奈川県愛甲郡愛川町半原 90 日

近年伊勢妙見尊御分体を勧請

妙見神 社 神奈川県中郡二宮町二宮妙見
みようけ

久保 1314
正月、5月、9月の 10日に大応寺の御住職が
お経を上げる。

鳩川に架かる幻の鉄道とな

った相武電気鉄道の線路跡

かつては、このあたりに祀

られていたのだろう。

橋のみ。
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※妙見山大応寺 259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮１３４１ 曹洞

峯岸観音堂 神奈川県中郡二宮町二宮６９７ 真言宗

※別 明星神社 神奈川県中郡二宮町中里宮ヶ久保 886

※別 川勾神社(二宮明神社) 神奈川県中郡二宮町山西 2122
かわわ

相模国の二宮

本久寺妙見堂(北辰殿) 神奈川県小田原市中町３－１１－５７ 日

妙見堂

本尊如意輪観世音菩薩

薬師如来、地蔵菩薩、八幡菩薩

妙見菩薩を祀る。

大応寺の正面の小山の頂上に

妙見神社が建っている。

今日は土砂降りで風も強い。

傘を差しながら撮ったので曲

がった写真が多い(いつもかも

しれない)。

祭神・天香香背男命

あかほし神社・金星
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法蓮寺 250-0205 神奈川県小田原市曽我別所 54 日

向かって左の毘沙門堂に祀る。

童子形の妙見菩薩。

大稲荷神社北辰明見星塔 神奈川県小田原市城山１丁目２２ −１

※名山の印 名山寿行の号

妙光院七面社 神奈川県 足柄下群谷津村 新編相模風土記稿にあり 法華

小田原市谷津 毘沙門妙見合祀

小田原市城山２－２４－２０ 浄永寺妙光院か ？

大乗寺･妙見図 神奈川県小田原市栄町２丁目５ −２１

※別 小田原城 神奈川県小田原市城内

観音堂脇富士塚 神奈川県足柄上郡開成町円通寺 20 ？辰明見星文字塔

※名山の印 名山寿行の号

個人宅 神奈川県足柄上郡開成町円通寺 ｢北辰妙見星｣文字塔

想像だが、これも名山関連か？
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福沢神社 神奈川県南足柄市小市 庚申塔から妙見尊など石仏が沢山ある。

大円寺 神奈川県南足柄市怒田９０８ 日

※別 大雄山最乗寺(道了尊) 250-0127 神奈川県南足柄市大雄町 1157 曹

天之妙見宮 神奈川県秦野市渋沢 現在はないようだ。

北辰神社宮城野研修所 250-0401 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野 196-1

■小田原近辺の『北辰妙見星文字塔』『北辰明見星文字塔』には『名山』の印刻があり、『名山壽行』の号のが彫られ

ているものもある。とても達筆な文字だ。まだまだ近在にはありそうだ。

※画像は見やすいように補正してあります。

？辰妙見尊の文字碑

割れている。

右は浅間大神の文字

※名山の印

北辰妙見星文字碑で正面に北辰妙見星、左右に浅間

大神、七曜･九曜･二十八宿とある。

※名山の印

北
辰
妙
見
星

名
山
壽
行

名
山

北
辰
明
見
星
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http://www.ensenji.or.jp/myouken.html

妙見シリーズ１ 関東の妙見菩薩 埼玉・東京・群馬

妙見シリーズ２ 関東の妙見菩薩茨城・栃木・千葉・神奈川

妙見シリーズ３ 北海道・東北の妙見菩薩 付･妙見などの地名

妙見シリーズ４ 中部・北陸地方の妙見菩薩 摩多羅神･摩多利神

妙見シリーズ５ 近畿地方の妙見菩薩

妙見シリーズ６ 中国･四国･九州の妙見菩薩

妙見シリーズ７ 別冊 妙見菩薩平将門関連

日本石仏協会談話室資料(妙見シリーズ１の抜粋追加資料)

http://www.ensenji.or.jp/

名山の印がある石碑

大稲荷神社(小田原市)

観音堂(開成町)

福沢神社(南足柄市)

大円寺(南足柄市)

国分㈱鵠沼寮駐車場(藤沢)

円泉寺(埼玉県飯能市)


