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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、重複が多々ある

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

岡山県
※岡山県には妙見山(山)が 12カ所ある。

吉備津彦神社 701-1211 岡山県岡山市北区一宮 1043※主神は大吉備津彦命

桃太郎伝説ゆかりの神社

星神社 岡山県岡山市北区真星１６１５ 星神明見大明神と呼ばれていた。

最上稲荷教総本山妙教寺・妙見堂 701-1331 岡山県岡山市北区高松稲荷 712 日

ここの妙見菩薩は備中高松城の主護神として祀られていた。奥の院に向かう途中にも北辰妙見祠がある。

星友寺妙見堂 岡山県岡山市北区高松 689 高松城跡近く 日

金山寺 701-215 岡山県岡山市北区金山寺４８１ 天

金山山頂付近には妙見大菩薩石碑

※須々木氏（埼玉県小鹿野町(元両神村)薄出自･丹治宗行）が

田を寄進。山上に妙見宮。

※別 備前の国・須々木氏発祥の地にある両神神社 埼玉県秩父郡小鹿野町薄

丹党･薄(すすき)氏の氏神

天神社(元妙見宮) 岡山県岡山市北区三野本町妙見山上（明見山）

須々木氏の城跡。秩父両神出身。

天神社(通称妙見様) 岡山県岡山市北区三野本町２－１ ↑か？

妙見山覚乗寺 岡山県岡山市北区横尾 ※近くに妙見山あり

妙見山常福寺 岡山県岡山市北区葵町 4-5 真言宗単立

成願院 岡山県岡山市北区葵町 5-8 真言宗醍醐派

西崎妙見 岡山県岡山市北区西崎本町１１

妙見大菩薩 岡山県岡山市北区平野 庭瀬駅の東すぐ

妙見宮 岡山県岡山市北区津高 金山頂上

妙見結社 岡山県岡山市北区花尻無番地 日

妙見宮 岡山県岡山市北区御津町河内 徳倉城跡

妙見宮 岡山県岡山市北区御津北野

妙見宮 岡山県岡山市北区御津草生

妙見大菩薩 岡山県岡山市北区御津平岡西

妙見堂 岡山県岡山市北区建部町建部上

葦守八幡宮・五社宮 岡山県岡山市北区下足守４６８

妙見宮、御崎宮、惣堂宮、王子権現、稲荷宮を五社宮に祀る。

妙見神社 岡山県岡山市北区掛畑

妙見堂 岡山県岡山市北区尾上

妙見社 岡山県岡山市北区日応寺

生石神社合祀社妙見社 岡山県岡山市北区門前

常住寺本堂内 岡山県岡山市中区門田文化町 2-7 ※岡山藩池田家祈祷所

吉備津岡辛木神社 703-8261 岡山県岡山市中区海吉１３８１ 北斗七星を祭る
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盛徳院妙見堂 703-8271 岡山県岡山市中区円山７９０ 日

円山・山頂の祠群に、妙見大菩薩が祭られている。

妙広寺鎮守堂 703-8282 岡山県岡山市中区平井 7-6-54
三光天子、天照･八幡･春日大神、妙見大士、七面天女等を合祀

幸地山神社 岡山県岡山市東区邑久郷 1328 ※主神は応神天皇

天津神社 岡山県岡山市東区瀬戸町大内 2239
常楽寺 709-0635 岡山県岡山市東区草ケ部１８０６ 客殿に祀られている。 天

岡山神社摂社妙見神社 岡山県岡山市東区浅川

当新田教会 岡山県岡山市南区当新田 三尊の内 日

妙見堂 岡山県岡山市南区灘崎町宇藤木(元児島郡)

妙見大菩薩 岡山県岡山市南区妹尾 盛隆寺の 200m
妙法寺妙見堂 岡山県岡山市南区浜野 4丁目 9-39 日

妙見大菩薩(神社) 岡山県岡山市南区妹尾

星神社 岡山県岡山市田口 北区泉田口か？

妙見菩薩文字碑 岡山県岡山市丸山あるいは中区沢田

観龍寺妙見堂 710-0055 岡山県倉敷市阿知２丁目２５－２２ 御室派別格本山

本町の阿智神社より妙見堂を移した。

妙見堂

※写真は観龍寺・村田隆禅ご

住職より提供していただきま

した。

阿智神社(元妙見宮) 岡山県倉敷市本町１２－１

かつては妙見宮と称されたが、現在は妙見様に関するものはない。旧倉敷総鎮守。

妙見大菩薩(神社) 岡山県倉敷市西阿知町新田

天御柱神社 岡山県倉敷市羽島 899 妙見菩薩は心鏡に移す。

妙忍寺妙見宮 710-0043 岡山県倉敷市羽島８５ 慶長 3 年(1598)三体妙見として勧請。日

心鏡寺稲荷堂 710-0043 岡山県倉敷市羽島９０８ 浄土

天津神社 710-0144 岡山県倉敷市尾原 707 三台妙見
さんたい

瑜伽山蓮台寺 711-0901 岡山県倉敷市児島由加 2855 妙見堂(奥宮)が妙見山山頂 御室

実際には神仏分離で、奥の院は妙見宮とは別にある。平成 19
年、日本一の木造仏像の不動明王が完成した。

妙見宮 岡山県倉敷市児島由加 妙見山上 上記のようだ。

三軌堂 711-0907 岡山県倉敷市児島上の町２丁目９－１４ 釈尊会

妙見宮 岡山県倉敷市福島 現存しているか不明？

妙見寺 岡山県倉敷市玉島黒崎

天津神社 710-0144 岡山県倉敷市尾原 707 通称名 三台妙見

北辰妙見宮 岡山県倉敷市下津井

妙見堂 岡山県倉敷市山地

妙見宮 岡山県倉敷市鳥羽

妙見神社 岡山県倉敷市粒江

木華佐久耶比咩神社(元福南山明現宮) 岡山県倉敷市福江

塩田神社 719-1321 岡山県総社市下倉 3196 稲荷、妙見様、金毘羅を祀る

妙見宮 岡山県総社市下倉 ↑か。
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妙見宮 岡山県総社市下倉 ↑以外にもう一社

妙見神社 岡山県総社市日羽

妙見宮 岡山県総社市長良

妙見宮 岡山県総社市中尾

妙見社 岡山県総社市新本

報恩寺 岡山県総社小寺 350 浅尾神社の妙見像を祀る。

天津神社(旧妙見神宮)跡碑 岡山県和気郡和気町（元佐伯町）と美作市の境 ※妙見山頂

檜山神社（通称「妙見様」） 岡山県苫田郡鏡野町高山 妙見山頂

天津神社(通称名 妙見様) 716-0065 岡山県高梁市松原町大津寄 1804
磐裂神社 岡山県高梁市松原町松岡 884
鈴岳神社 岡山県高梁市有漢 2959 主神は吉備津彦命

国林家 岡山県高梁市福地 西林国橋生家

天津神社 岡山県高梁市成羽町下原 402 三代妙見宮

天津神社 岡山県高梁市成羽町羽山 元三体妙見宮

妙見神社 岡山県高梁市下谷町

妙見神社 岡山県高梁市中井町津々

妙見堂石宝殿 岡山県瀬戸内市長船町福岡上 下記の妙見堂と 2ヶ所ある。

妙見堂 岡山県瀬戸内市長船町福岡上

妙見様 岡山県瀬戸内市(元邑久郡)邑久町福谷 裳掛地区

妙見様 岡山県瀬戸内市(元邑久郡)邑久町虫明 裳掛地区 妙見宮

妙見様 岡山県瀬戸内市(元邑久郡)邑久町北島 今城地区

高星神社 岡山県瀬戸内市邑久町

笠松神社 岡山県瀬戸内市邑久町豊原 元妙見宮

天津神社 岡山県瀬戸内市邑久町宗三１７６

正八幡宮 岡山県瀬戸内市邑久町尻海 980 ※主神は応神天皇

後宇佐八幡神社 岡山県井原市美星町黒忠 3430 ※主神は応神天皇

近くに妙見原の地名あり。飛び地境外神社の高星神社。

※関係ないかもしれないが、岡山県井原市美星町に永久年間に星が三つに分かれて落ちてきた所。

高星神社(黒忠の八日市) 星尾神社(星田 5276) 明(皇)神社 (黒忠の本村の八幡神社内)

明剣神社 岡山県井原市(元小田郡)美星町大倉１０１５

明剣神社 岡山県井原市(元小田郡)美星町東水砂

明剣神社 岡山県井原市美星町西水砂２０９ 鳥居に妙見宮と表記

※東水砂、西水砂、大倉の三社は元来大倉に「三躰妙見宮」

として女の神様三体を祀っていたが、南北朝時代に三社に分

けられた。

明剱神社 岡山県井原市美星町黒木字明見 1015
八幡神社(元･八幡妙見神社) 岡山県井原市美星町明治 1016 通称･九名八幡神社

星尾神社 岡山県井原市美星町星田５２７６

妙典寺・妙見祠 715-0019 岡山県井原市井原町 1778 丸田の妙見様 妙典寺の墓地脇 日

妙見寺 岡山県井原市芳井町芳井

佐原妙見神社 岡山県井原市芳井町吉井 妙見菩薩像 佐原？

明見神社 岡山県井原市芳井町山村

中山八幡神社摂社妙見神社 岡山県井原市芳井町井山 698
妙見神社 岡山県井原市芳井町上鴫高原

岩山神社妙見祠 岡山県井原市上出部町 1198

八幡神社 岡山県津山市山形 2235
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久保神社 岡山県津山市（元久米郡久米町）

妙見大菩薩 岡山県津山市大谷

妙見宮 岡山県津山市阿波

高倉神社妙見祠 岡山県津山市下高倉西 762
妙見神社 岡山県備前市伊部

妙見神社 岡山県備前市久々井

妙見宮 岡山県備前市日生町日生

國司神社 岡山県新見市高尾 1763 妙見神社などを合祀

和忠神社 岡山県新見市神郷釜村 1200
天津神社 岡山県新見市哲多町老栄 1691
日少神社 岡山県新見市大佐小阪部 2544
宗像神社（妙見様） 岡山県新見市大佐田治部

星神社 岡山県新見市山奥２５６３

星神社 岡山県新見市大字上刑部 2563
高星神社 岡山県佐伯市稲蒔４８０

妙見様 岡山県真庭市勝山の城内地区

速日神社（妙見様） 岡山県真庭市勝山 上記か？

妙見宮 岡山県真庭市芝原

大師堂 岡山県上房群吉備中央町(元賀陽町)大字豊野（千城）

竹荘八十八ヶ所第十番 (弘法大師と併祀)

明剱神社 岡山県小田郡矢掛町下高末 1514の明剱山山頂

妙見神社 岡山県久米郡美咲町百々

妙見堂 岡山県久米郡美咲町王子

明見神社 岡山県久米郡美咲町小瀬

天津神社 岡山県久米郡久米南町 天津山頂上

元朝日山(和気町か？)の明見（妙見）大明神をここに移した。

山神社境外妙見神社 岡山県美作市(旧東粟倉村)後山

妙見神社 岡山県美作市大字中谷 299
妙見社 岡山県美作市上相

明見三星稲荷神社 岡山県美作市明見 地名がついているだけかもしれない

明見八幡神社 岡山県美作市明見 〃

※天津神社（旧妙見神宮）跡碑 岡山県和気郡和気町と美作市の境の妙見山頂

妙見宮 岡山県笠岡市金浦

妙乗寺妙見堂 岡山県笠岡市笠岡 1948 本堂の裏 日

八幡神社境内妙見社(祠) 岡山県笠岡市関戸 300
菅原神社妙見社 岡山県笠岡市用之江 2047
妙見神社 岡山県笠岡市大冝 大橋山城址

妙見堂 岡山県玉野市宇藤木

北辰明見宮 岡山県玉野市奥玉３丁目

妙見社 岡山県加賀郡吉備中央町宮地

天津神社(元妙見社) 岡山県加賀郡吉備中央町細田１３７２ 通称：久保田神社

檜山神社 岡山県苫田郡鏡野町の西部、高山地区妙見山頂 通称「妙見様」

高山神社の摂社 明治初期仏像は山麓の福泉寺に移された。

福泉寺 岡山県苫田郡鏡野町河本７７４

※岡山県の妙見堂には鳥居が建てられている例が多い。神社とはかぎらない。
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■岡山県の「妙見祭祀状況」－妙見(明見)調査覚－(藤井永喜雄著)は真言宗御室派別格本山「観龍寺」御住職
え き お

・村田隆禅師よりお借りいたしました。

このようなすばらしい研究書を著した「藤井永喜雄先生」と、先生の没後に出版されたご遺族の聖業にただ

ただ頭を下げる次第です。

それに比べ私の「妙見シリーズ」は、多くの方々のご努力を勝手につまみ食いして、いかにも自分で調べた

ような振りをしてできている資料です。

この本を一度も会ったことのない田舎寺の住職にこころよくお貸しくださった村田隆禅師に感謝申し上げま

す。(後日妙見シリーズへの掲載の許可を村田御住職より、藤井先生の長女の教子さまにしていただきました。

お二人に深く感謝申し上げます。2009/12)

2009/11 諸井政昭

「妙見祭祀状況」より

－ 妙見(明見)調査覚 －

1995年 11月 14日

著者 藤井永喜雄
え き お

発行 藤 井 宗 子

※この本は、約 500ページの中に岡山県下の妙見様をお祭りする寺院神社を自ら訪ね詳細に記述したものです。

写真・手書きの図も豊富な貴重な資料です。

ここでは全資料を記載したわけではありません。

記載されてある寺社の名称と住所、尊像の形態、寺院は宗派の記載。

｢妙見祭祀状況｣の掲載順に現在の住所表記に改めています。昭和 40年
代の調査が中心のため、かなり現状と異なるところもあると思います。

一部加筆したところもあります。

旧 吉備郡

本住寺妙見堂 岡山県倉敷市真備町服部 1587 遠田の山中 箭田との境 日

本尊は日蓮宗系座像

法華寺 710-1301 岡山県倉敷市真備町箭田９９１ 能勢形木製座像 日

玅見社(軻具槌神社) 岡山県総社市新本字観世上 観世寺のうしろ
かぐつき

馬頭観音が祀られ、｢三宝妙見本地馬頭観音｣の墨書がある。

他にも能勢妙見の御分身も祀る。

三太妙現神社(軻具槌神社) 岡山県総社市新本 5946 布下 畑垣内 神像(木像座像)

ホコリ妙見宮 岡山県総社市中尾字ホコリ 神像(木像座像)

細瀬妙見宮 岡山県総社市原字細瀬(さいぜ) 女神

歓喜寺草田明見宮 岡山県総社市下倉大字草田 廃寺同然 像はなし 八幡宮横 臨

草田天地神社 岡山県総社市下倉字 50 祭神・天御中主神 慶安 3年潅頂

眼病に利益ありと伝えられる。おそらく妙見。

小野家三社宮 岡山県総社市下倉字塩田 小野家所有 尊像なし。

稲荷神社・妙見神社・武守神社

海田妙見宮(塩田神社) 岡山県総社市下倉字塩田 3196 火災により随神(座像)のみを祀る。

故藤井永喜雄氏

元岡山天文博物館館長

元金光学園講師
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昔は三体明見宮と称したと言われる。

松尾妙見宮(松尾神社・濃世神社) 岡山県総社市下倉字松尾 神像(木像座像)
の せ

槻の能勢神社から勧請。濃世は神主が勝手に漢字を宛てた。

総社市廃棄物処理場事務所北東

槻妙見宮(能勢神社) 岡山県総社市下倉字 5258 神像三体 元禄 14年勧請

西谷三体妙見宮 岡山県総社市宇山字西谷 神像(木像立像)

御先神社境内延原合祀神社 岡山県総社延原字本村 延原神社は本村西の天津 12社を合祀。

木像が 18体あるが、どれか不明。

御 先神社内岩山妙見宮 岡山県総社市宇山字岩山 橘神社の右 神像なし
おんさき

西谷妙見を合祀したが、元の社地に帰る。

御先神社の社内に幣と神札(木製)のみが残る。

丸山神社境内妙見宮 岡山県総社市門田 591 浅尾藩主の丸山神社とは違う。

本殿向かって左側。神社の裏山に妙見の地名がある。

浅尾神社 岡山県総社市小寺 350 大正 3年に御崎神社と妙見宮を合祀

妙見像は小寺 438の報恩寺に移した。

報恩寺北辰殿(妙見堂) 岡山県総社小寺 350 臨

浅尾神社の妙見像(座像)を祀る。永禄 10年の墨書

長良妙見宮 岡山県総社市長良 神護禅(長良 620)寺の隣

長壽庵 岡山県岡山市北区足守町下足守南坂

像はないが、能勢型の彩色掛絵がある。

葦守八幡宮 岡山県岡山市北区下足守 468
五社の中の妙見宮と惣堂宮に２尊祀る。

妙見山覚乗寺妙見宮 岡山県岡山市北区日近弥高 廃寺同然 二世が寛永 16 年入寺 日

能勢型の妙見が祀られていたようだ。妙見宮は矢筈十字の紋

星友寺妙見宮 岡山県岡山市北区高松 689 日

明治の初め妙見を祀る。お堂は同 12年建立。能勢型の座像

妙教寺(最上稲荷)妙見堂 岡山県岡山市北区高松稲荷 712 能勢型木像 日

常昌院北辰妙見宮 岡山県岡山市北区立田 333 妙見堂も開山と同じ安政 4年 日

童子型の立像。亀踏にて剣は下に向ける。

真城寺妙見宮(板倉妙見) 岡山県岡山市北区吉備津４２５－２ 能勢型 日

妙見像を中心に九曜像を祀る。

正八幡宮妙見宮 岡山県岡山市北区加茂 能勢型木像

黒住妙見宮 岡山県岡山市北区津寺黒住 能勢型木像 日

旧 川上郡 岡山市 御津郡 真庭郡 阿哲郡

岩裂神社(三台妙見宮) 岡山県高梁市松原町松岡 884 ご神体は縁起では三個の石を祀る。
いわさく

天津神社 岡山県高梁市松原町大津寄 1084
創建は宝暦 9年とあるが鳥居には正徳 6年とある。

高島・七星祠 岡山県笠岡市 笠岡諸島 笠岡港より南約 8km（陸地からは 3km）
島内に７個の石が点在した。多くが不明。

西崎妙見宮･上の宮･下の宮 岡山県岡山市北区岩井２丁目 関西高校西 150㍍
上の宮(能勢から勧請) 能勢型木像

下の宮 能勢型木像

花尻妙見堂 岡山県岡山市北区花尻(東？･ギリギリ山？) 能勢型木像

速日神社(妙見権現社) 岡山県真庭市勝山 城山麓 真庭市役所近く 神像座像

※森本家 (真庭市か？) 能勢型木像

安養寺妙見宮 岡山県新見市新見 1135 城山公園北側 曹

三台妙見 霊符神像 妙見尊掛け軸

泉福寺 岡山県新見市新見 680 能勢型木像 新見高校北 300 m 日
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妙見山 岡山県倉敷市福井の南の山 旧浦田村の北側の山

明治 40年頃まではお堂があった。 日

鳥越家 岡山県倉敷市福井 能勢型木像

天津神社(妙見宮) 岡山県倉敷市粒江字船元 御神体は石 粒江小学校南西約 300m
氏子の当番の家に集まり妙見の掛け軸を祀る。亀踏の童子画像

羽 原神社(妙見宮) 岡山県倉敷市粒江字羽原 粒江小学校南
はばり

ご神体は石。亀踏の童子画像の掛け軸がある(祭日用)。

天形星宮(天石門別保布羅神社) 岡山県倉敷市福田町広江７２６ 石洞神社と並んであるようだ。

天刑星は牛頭天王(素戔嗚尊･武塔神)の別名。

｢吉備温故秘録｣に祭神は｢明現の属｣と言い｢素戔嗚尊｣とも言う。

とある。

福南山明現宮(木華佐久耶姫神社) 岡山県倉敷市福江１６６９－３(事務所) 福林湖東側

明現社(天津神社) 岡山県倉敷市児島唐琴 2-12-5 神体は神鏡、又は石

瑜伽山妙見宮 711-0901 岡山県倉敷市児島由加 妙見山山頂

天津神社(三台妙見宮･明現宮) 岡山県倉敷市尾原 郷内小尾原分校の東約 150m 妙見山

真如庵 岡山県倉敷市茶屋町 茶屋町小学校南隣 能勢型木像(２体) 日

真如庵は帯江第二代の殿様戸川安廣公のご廟所。

妙見宮 岡山県岡山市南区灘崎町奥迫川字照 ニゴリ池右手の山腹
はざかわ てらし

豊島石の宝殿のみ

熊野神社摂社天津神社 岡山県岡山市南区灘崎町奥迫川

妙見大菩薩 岡山県玉野市用吉(もちよし) 用吉井ノ奥の池の上

社殿に能勢型座像を祀る。

本源寺(用吉 236)にも一時預かりの妙見菩薩像がある。 日

妙見(お堂の名称は不明) 岡山県玉野市宇藤木常山２合目

友林堂の上 50m 亀踏の童子型立像。友林堂は常山城主戸川友林

（秀安 慶長 2年 1597年没）の位牌を安置する霊廟。妙見菩薩

掛け絵もある。戸川友林の持仏･毘沙門天、戸川友林位牌、日蓮

像等を祀る。九曜紋。

秋葉神社妙見大士石塔 岡山県玉野市宇藤木常山中腹 元は日蓮宗のお寺のあとらしい。

萬年寺妙見堂 岡山県岡山市南区郡(コオリ)1154 亀踏の童子型立像 臨

北辰明見宮 岡山県玉野市奥玉３丁目 池宗病院前

旧 浅口郡

御嶽山朝日妙見 岡山県笠岡市西大島 石砂部落の 上 より 300m
かみ

日蓮宗系座像 ２体あり

小黒崎妙見宮(祠) 岡山県笠岡市西大島

小黒崎北部落と小黒先南部落の馬貸部落との境界の峠上西寄り。

長浜妙見神社 岡山県笠岡市大島長浜 海岸道路北川 杉材の手彫神像

鈴木家一族の氏神

妙見宮 岡山県笠岡市西大島中山城字明地
みようじ

明地一族で祀る 能勢型真鍮製

妙見宮(笠付妙見石祠) 岡山県笠岡市西大島中

青佐山中腹 佐伯家(寄島町)所有 能勢型 岩上に祀る

尾焼天神社(天神宮) 岡山県浅口市寄島町尾焼

神仏混淆木製立像３体(※仏像に見える。妙見とは関係ないかも)

妙見大明神(西山天津神社) 岡山県浅口郡里庄町里見林 西山中腹(妙見山)
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かつて西山の頂上に祀られていた(祠跡あり)。妙見祠と妙見大

明神と刻んだ神体石。

相部明見神社 岡山県浅口市鴨方町六条院東相部

漢学者阿藤伯海氏が勧請。現在は亀踏の童子型の妙見菩薩画像

を祀る。阿藤伯海記念公園近くか？。

大内妙見宮(北辰妙見宮) 岡山県浅口市鴨方町小坂西大内 多賀神社近く約 40m登った所

杉谷妙見(天津神社) 岡山県浅口市鴨方町小坂東杉谷 童子型妙見立像

八方池より 50m先の鳥居から 100m登った所。妙見山。

神体石(？) 岡山県浅口市鴨方町地頭上山の奥 山の(妙見の峰)西側中腹

自然石に金比羅大権現、石鉄大権現、妙見大菩薩の文字を刻す。

龍王宮(神体石) 岡山県浅口市金光町佐方龍王山

高さ 2.8m の花崗岩に龍王宮と刻す。金井部落で祀っている。

沙美明見堂 岡山県倉敷市沙美西 北側の山腹

本尊･神体石に明咒宮の刻み。題目石もある。紋は矢筈十字。

この堂は本性院がかつて祀った。

※本性院にも妙見菩薩が祀られている。

本性院 岡山県倉敷市玉島黒崎４５９５ 天

妙見堂(妙立寺境外) 岡山県倉敷市黒崎 妙見山頂 能勢型木像

妙立寺 倉敷市玉島黒崎２９９７ 日

石橋一門妙見宮 岡山県倉敷市玉島黒崎字屋守 石造り祠 石橋家一門が祀る。

西浦妙見宮 岡山県倉敷市玉島勇崎 西浦東の丘上 屋守の仏乗寺の妙見宮 日

亀踏の童子型一体、能勢型２体を祀る。題目石がある。

片山(貴山)妙見神社(祠) 岡山県倉敷市玉島柏島片山 片山公会堂の北の山 能勢型

真備町の柳井原の妙見を勧請

神理教布教所 岡山県倉敷市玉島柏島五明 能勢型木像

宣明院(妙見庵) 岡山県倉敷市玉島 玉島玉谷公会堂横？

玉谷の地名が見あたらない？。

黒崎の妙立寺の末 享保年間の設立

明見宮 岡山県倉敷市玉島長尾 明見公会堂の南東 100m
28.5㎝、15センチの円錐形の石が神体

七面宮(宮ノ浦神社) 岡山県倉敷市連島町字宮之浦 宮乃浦公会堂西約 200m
収蔵庫の中に妙見宮を保存

妙見堂 岡山県倉敷市連島町西之浦腕(鶴の浦１のようだ) 能勢型木像

猿田毘古の命の社あり、それと共に神殿に祀られたりと書かれ

ているので、猿田毘古神社かもしれない。猿田毘古神社は移転

後に新しくなっている。部落の大半は真言宗徒。

中神社(天一中神社) 岡山県倉敷市連島町西之浦東米山(ヒガシコメヤマ･俗に奥と言う)

西浦小学校と厄神社の中間

易緯乾鑿度下に｢太一は北辰の神名なり、其の所に居るを太一と

日い、常に八卦日辰の間をめぐるを天一と日う。｣

江島天津神社 岡山県倉敷市連島町江島 浦田駅西 400m
寛文頃に能勢の妙見を勧請したと伝えられるが、三体の神像が

祀られている。部落は真言宗徒。古い鳥居の額は明見宮。部落

の北に明見山があり、その麓。

妙任寺妙見宮 岡山県倉敷市片島町６５１ 日

明見宮 岡山県倉敷市西阿知字大島(西阿知新田と思わせる)

能勢型木像座像 難波一族の守護神

妙見宮 岡山県倉敷市西阿知新田字萱野 能勢型木像座像

斎藤家一族の守護神 斎藤一族は真言宗 寛永頃勧請らしい。

東隣に恵比寿神社

里見妙見大神 岡山県浅口市里庄町里見 荒廃している。
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浅口市金光町の｢妙見｣

○下竹 太老神社 ｢摩多羅｣神？ マタラ神社→タラウ神社→太老神社

○地頭下 磐々神社 ①神体石 ②奉納幕に九曜星紋

○須恵 遙照山 両面薬師の北面の薬師

南＝薬師－温泉

北＝薬師－妙見－南山田の観蓮寺に存する妙見は薬師である

倉敷市

観龍寺鶴形山妙見宮(妙見堂) 岡山県倉敷市阿知２丁目２５－２２ 御室派別格本山

本町の阿智神社より妙見堂を移した。神像(木像座像)

本栄寺妙見堂 岡山県倉敷市本町１－４１ 能勢型座像 能勢より勧請 日

心鏡寺妙見堂(三柱宮) 岡山県倉敷市羽島９０８ 青陵高校 200m 能勢型座像 浄土
みはしら

神仏分離で天御柱神社となったが、心鏡寺が祀った。

左より北辰妙見尊、福満拏吉尼天、金比羅大権現を祀る。

天御柱神社(妙見宮) 岡山県倉敷市羽島 心鏡寺に移す。

妙忍寺妙見堂 岡山県倉敷市羽島８５ 能勢系の木製座像 日

済興寺明見宮(三光稲荷) 岡山県倉敷市酒津１７０４ 真言

高丘神社(宗像神社、一名明見宮)が大正２年に八幡神社に合祀。

大正４年に済興寺と明見宮が現在地に移転。尊像はないようだ。

旧 都窪郡

百射山神社内明見宮 岡山県総社市三輪１３４７ 住民は木之山神社と言う。
も もい やま

三因天神社 岡山県総社市清音三因 明治維新の頃に祭神を替え天満宮とした。

宝幢院妙見宮 岡山県倉敷市鳥羽 390 童子型亀踏像 亀に蛇が２巻する。 真言

山地妙見宮 岡山県倉敷市山地 五本松峠西方 受法寺の境外仏堂か？

①違上に腰を掛けた金色木像 ②能勢型木像(明治年間の勧請)

了性寺 岡山県岡山市北区平野３７２ 日

了性寺本尊 神体石の前面に合掌仏(宝篋印塔の塔身)

大元神社(八幡宮境内妙見社) 岡山県岡山市北区中撫川上符田(ジョウブデン)

能勢型木像(厨子に攝州能勢妙見山の焼印)

三十番神社境内妙見社 岡山県岡山市北区川入 笠付石祠 中正院(日)の関係？

浄安寺 岡山県岡山県倉敷市日畑９６９ 日

本尊の右側に祀る。童子型･亀蛇の上に立ち剣を両手で上に持つ。

境内にも能勢型妙見(厨子に攝州能勢妙見山の焼印)を祀る。

妙法寺妙見宮 岡山県都窪郡早島町早島１３９２ 能勢型木像 日

呑海寺 岡山県岡山市南区箕島３０５７ 能勢型木像 本尊の左側 日

暮石山妙見宮 岡山県岡山市南区箕島 呑海寺裏山

神像は不明なるも、毘沙門堂には能勢型木像あり。

昭和 47年の調査の折には、妙見宮毘沙門堂共に腐朽している。

安祥院妙見宮 岡山県岡山市南区妹尾１７５２ 日

能勢型木像(嘉永３年に能勢より勧請)

峰の妙見 岡山県岡山市南区妹尾峰谷 安祥院より北東約 500m 九曜紋

剣を下に向けた亀踏像 蛇は白く亀の前にある

明劔神社(堂) 岡山県岡山市南区山田 童子型亀踏像 右手で剣を上に持ち上げる

浄泉寺(山田 1163)裏 浄泉寺管理
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旧 後月郡

大萱山妙見宮 岡山県井原市芳井町上鴫字高原 妙福寺(上鴫 937、日)管理
おおがや かみしぎ

大萱山(妙見山)中腹 妙福寺の裏の山

日指妙見宮 岡山県井原市芳井町上鴫字日南(ひな) 日南部落北方の谷川上方

能勢型座像 厨子に攝州能勢妙見山の焼印 明治八年勧請

佐原妙見宮(妙成寺) 岡山県井原市芳井町芳井
さ ば ら

芳井町簗瀬の山成軒一郎氏が大正２年に能勢より勧請

戦後に妙成寺となる。簗瀬の妙善寺(日)が祭祀に当たる。

亀山神社(三台妙見) 岡山県井原市芳井町与井字内田 三体の神像と黒い石を祀る。

延文元年(1356)か建久 5年(1194)に三台妙見を勧請。

明治３年に改称

妙見神社(祠) 岡山県井原市芳井町井山字美園 三体の木造神像

美園部落妙見山山頂 奈須家が祀る。

※中山八幡宮(井山字西台良) 明治の合祀で妙見はここに祀ら

れたが元に戻した。しかし、摂社としてある。

山神社摂社妙見宮(三台妙見・祠) 岡山県井原市芳井町池谷 装束姿木造神座像

岩別神社摂社種妙見宮 岡山県井原市芳井町種字別所 木造立像

字妙見山の部落が祀る。妙見山より岩別神社に遷座。

名越宗像神社 岡山県井原市芳井町花滝字名越

郡誌に祭神は三女神とあるが現在は無い。

柏木三太明見社(天津神社) 岡山県井原市野上町柏木 神像中尊他四体の木造神像が祀られる。

妙典寺 岡山県井原市井原町１７７８ 本尊向かって右側に能勢型木像

丸田妙見宮 岡山県井原市井原町 能勢型真鍮座像

井原高校の北側、妙典寺への登り口に東向きにある。

かつては妙典寺が別当。現在妙典寺とは関係がない。

岩山神社境内妙見人社 岡山県井原市上井部町字宮山

岩山神社の末社の如きも関係なし。岡田家で祀る。

能勢から勧請したが、現在は無い。

下井部妙見堂 岡山県井原市下井部町観音堂 能勢型木像

いずえ駅南の中腹 40m。部落はほとんどが真言宗。

天津神社(初大明神) 岡山県井原市笹賀町 浜田一族で祀る。笹賀公民館約 100m 西

旧 小田郡

圓福寺妙(明)見社(祠) 岡山県笠岡市真鍋島 2671 圓福寺裏山山頂(妙見山) 真言

豊島石(？)製座像 風化して首なし。

妙見堂(七面大天女) 岡山県笠岡市北木島町金風呂 部落西の七面山中腹

本尊日蓮上人、七面、妙見(能勢型)、稲荷など

妙見祠 岡山県笠岡市白石島向條 ビクニ岩の下 日蓮宗系木製座像らしい。

谷屋の妙見宮 岡山県笠岡市神島 内裏の中村部落 七面山南西麓の竹藪の中

谷屋こと小宮山家(庄屋)の氏神 日蓮宗系座像 別当は法華寺

法華寺妙見宮 岡山県笠岡市神島３２２１ 能勢型木像

寺の三門を入らず、左に折れて山の中腹。 日

八幡宮 岡山県笠岡市神島片島 片島は小字か？

八幡宮の中に八幡と能勢型妙見座像を祀る。

神島に片島集会所がある。カブト南町と接する。

妙乗寺妙見宮 岡山県笠岡市中央町１４ −１０ 能勢型木像

昭和 24年にお堂と本尊(神体)は旧北川村走出(笠岡市)の尾ノ山

に在る法徳寺より譲り受け移転しもの。

(旧)妙見堂 岡山県笠岡市金浦

弘化４年の勧請。能勢型妙見を祀る。お堂などは廃堂のまま(昭
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和 46年当時の状況)。

(新)妙見堂 岡山県笠岡市金浦 能勢型座像 地図上に妙見宮とあるが、ここか？

上記の旧妙見堂が古く危険なため、昭和 46年に新たに移し祀る。

妙見山 岡山県笠岡市尾坂 元の場所に御影石の祠(文政 12年の建立)

明治 44年に艮神社(尾坂 2209)の脇殿に合祀した。

妙見宮 岡山県笠岡市走出(旧日蓮宗宗徳寺跡･妙乗寺の奥院) 尾ノ山

能勢型座像 厨子の背面に能勢妙見山の焼印 昭和 27年再建

妙実院 岡山県笠岡市甲弩字岡田６８２ 宮山南麓 日

開運梅木妙見大士と称する。明治の中頃の勧請。

頂上に置く院と妙見大士の文字石塔がある。

鵜成神社末社宇内明劍神社 岡山県小田郡矢掛町宇内 2031 宇内 263の妙見宮を合祀

宇内妙見神社(石祠) 岡山県小田郡矢掛町宇内 263
鵜成神社末社の明劍神社の本社という。

妙見宮 岡山県小田郡矢掛町西川面

妙見山頂上 花崗岩製の宝殿(祠)のみ

奥山妙見宮(跡) 岡山県小田郡矢掛町西川面字奥山 観音平(観音屋敷)

阿伏兎（あぶと）観音へ移し祀ったと伝えられるが、不明。

※阿伏兎観音(磐台寺観音堂) 臨

広島県福山市沼隈町能登原阿伏兎 1427-1
観音屋敷から山麓に移転することになり、不空羅索観音を大通

寺に移したと伝えられる。

覚禅抄 ｢恵汁云、妙見者観自在異名也。妙観察智義也｣

大通寺 岡山県小田郡矢掛町小林１８１５ 不空羅索観音(秘仏) 曹

観音屋敷は寺の裏山･高峰山の西方に在る。

四王寺 岡山県小田郡矢掛町東川面１７０２ 聖観音木造立像 真言

聖観音を観音屋敷から移した。金剛院･妙覚寺と合併した。

妙覚寺の紋は九曜星。

石鉄(いしづち)神社(祠)妙見宮 岡山県小田郡矢掛町西川面正清 石鉄山麓

石鉄神社は高いところにあったが、山麓に移した。

妙見宮は鳥居の左側にある。

明劔神社 岡山県小田郡矢掛町内田字宮平 木造神座像

美山川右岸石切場の上 当所妙見宮は大平山頂にあったが、寛

永３年現在地に移る。

明劔神社(三躰妙見宮) 岡山県小田郡矢掛町下高末字三ヶ原 下高末の東端

中尊は寄せ木造り立像(観音様のよう) 男女脇侍神 衛士２体

(※北側に不動などの磨崖仏)

大元鵜江神社(星王宮) 岡山県小田郡矢掛町東川面字宮の平 1334 男女木造神立像
う ご う

壬申の乱に星が雨のように降り、これを祀る。東川面最北部

御祭神･吉備津彦命、宇良御玉命 相殿･天之御中主命

鵜乃江宮(鵜江)(星王宮) 岡山県小田郡矢掛町小林字鯰山 木造神立像

野呂開運妙見宮(矢掛教会) 岡山県小田郡矢掛町小林字野呂 日

童子型亀踏像 両手で剣を持ち下に向ける。

横谷の妙泉寺記録では天保のころ勧請。

田尻元家妙見宮(祠) 岡山県小田郡矢掛町若林 田尻家(元家)一党１１戸で祀る。
も と や

田尻紙屋妙見宮(祠) 岡山県小田郡矢掛町若林 田尻家(紙家)一党６戸で祀る。

元家の分家

田尻大下家妙見宮(祠) 岡山県小田郡矢掛町若林 田尻家(大下家)一党４戸で祀る。
おお した や

紙家の分家

観蓮寺妙見宮 岡山県小田郡矢掛町南山田１９９２ 観蓮寺南東５０ m 真言

宝殿に薬師(天台では妙見の本地)の種子を刻んだ石碑と妙見･北

斗の木碑を祀る。江戸上期に天台から真言に改宗。

弥髙星尾神社 岡山県小田郡矢掛町横田 弥高開拓村 永禄年中勧請
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妙見原三台妙見宮 岡山県井原市美星町黒忠字前宗安 衣冠束帯木造座像３体
ぜんむねやす

妙見原より大正８年遷宮。荒神社に合祀。

向組妙見宮 岡山県井原市美星町黒忠字向組 能勢型木像

洗場明釼大神社(祠) 岡山県井原市美星町明治字洗場 神体は木札

中山神社(三台妙見宮) 岡山県井原市美星町明治字水名 6757 宮ノ下 木造三面大臂座像

底面に｢建武二乙亥歳(1335)｣｢奉建立三台妙見｣｢祭主藤井粂太

夫｣の墨書 川上郡史によれば建武二年と在れど出所不明とある。

鳴石三台妙見宮 岡山県井原市美星町明治 鳴石妙昭寺裏山(妙見山)

木製(一木造り)立像３体

磐裂神社 岡山県井原市美星町東水砂 818 木製(一木造り)座像３体
いわさき

暦応２年大倉妙見より分かれ祀られた。主神の墨書に元禄２年

熊石原妙見宮(別名黒宮) 岡山県井原市美星町西水砂字熊石原亀峰山 209 木造神立像３体
く ぬ し

各像の背面に貞享４年と墨書 暦応２年大倉妙見より分かれ

迫妙見堂 岡山県井原市美星町三山字迫
さこ

金定妙見宮 岡山県井原市美星町三山字金定 能勢型

張屋妙見社 岡山県井原市美星町三山字張屋 妙見屋敷 能勢型

厨子に妙見山の焼印 文化五年勧請の棟札

現在の像は明治２１年と思料

谷下東ヶ市妙見堂 岡山県井原市美星町三山字谷下東ヶ市 能勢型

妙見像２体と薬師如来座像

薬師の題目曼荼羅に天保第十(1839)の開眼建立の墨書

種尾妙見堂 岡山県井原市美星町三山字谷小字種尾 能勢型

厨子に能勢妙見山の焼印

上り田明釼神社 岡山県井原市美星町三山字上り田

妙見端明釼神社(祠) 岡山県井原市美星町黒忠字本村小字妙見端
はな

妙見端は地名と共に原田家の屋号 原田家のみで祀る。

阿世毘明釼神社(祠) 岡山県井原市美星町黒忠字本村小字阿世毘 高橋家の祖が祀る
あ せ び

田輪上七社宮(妙見宮？)祠 岡山県井原市美星町星田字田輪(上) 祀る者なし 七曜様と称す

田輪下妙見 岡山県井原市美星町星田字田輪下 妹尾家持山山中

台石に自然石(４８㎝)が乗る 祀る者なし

黒木明釼神社 岡山県井原市美星町黒木字明見 105 木造神座像 祭神は猿田彦

小松明釼神社(祠) 岡山県井原市美星町星田字小松西 神体は巨岩 竹井家が祀る

小松東明釼神社(祠) 岡山県井原市美星町星田字小松東下谷尻

妹尾家の祖が勧請下らしい。巨岩が庇(ひさし)のようになった

下に祀る。

谷山明釼神社 岡山県井原市美星町星田字谷山 谷山公会堂前

高松明釼神社 岡山県井原市美星町星田字高松 十二神と共に祀る

荒神社境内頼光明釼神社 岡山県井原市美星町星田字頼光 三宅姓が祀る

明治に現在地に移した。

八幡宮摂社明見宮 岡山県井原市美星町宇土谷中 木造座像３体 中尊は三面

保延年間(1135～ 1140)に勧請 明治以前に現在地に移転

妙見宮(祠) 岡山県井原市美星町烏頭上 大岩の前に社殿

妙見宮 岡山県井原市美星町烏頭下 土居山北東麓

社殿が朽ち果てている(昭和 53年)

中興寺 岡山県井原市美星町星田字平 7171
中興寺は星田北槙の星尾神社の別当だった。明治初年にここよ

り仏像を引き取り祀る。虚空蔵菩薩とされるが阿弥陀と思われ

る。(印が阿弥陀定印)

以上「妙見祭祀状況」より
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広島県

※広島県内の明見神社とあるのは、妙見神社である可能性が高い。

本覚寺（妙見祭り）730-0805 広島県広島市中区十日市町１丁目４－１０ 日

明見天神社 広島県広島市安佐町小河内５２２３

明見山円正寺？ 広島県広島市落合５

明見天神社 広島県広島市安佐北区安佐町大字小河内５２２３

慈光寺妙見堂 広島県広島市西区草津東 3-7-25 日

妙見神社 広島県広島市佐伯区湯来町大字和田

※福山は備後の国の外港

※福山市の妙見菩薩は、芦田川の洪水を避けるために水神として祀られたらしい。

素盞鳴神社 729-3101 広島県福山市新市町戸手２－３ 備後一宮

蘇民将来伝説発祥の地で、全国祇園神社の元。「備後国風土記」にある「疫隈國社」

祭神は牛頭天王、陰陽道の主神である泰山府君、秘書を渡した安倍晴明、鎮宅霊符神など陰陽道の諸

神を祀る。

妙見神社 720-0832 広島県福山市水呑(みのみ)町（水呑町に４社あり）

(？明見神社、明見神社、明見神社 ①福山市水呑町北１４４０ ②小水呑７１３ ③鍛冶屋２４０１)

※地図では妙見神社

妙見菩薩常夜灯 広島県福山市水呑町半坂妙見

妙見菩薩常夜灯 広島県福山市水呑町鍛治屋

妙見大菩薩は水呑一帯の水難防除の守り神で、日蓮大菩薩は鐵の神様と伝える。

妙見菩薩・日蓮大菩薩常夜灯 広島県福山市水呑町竹ヶ端

武部神社の石段の上り口にあるが、神社の燈籠ではない。妙見大菩薩は水呑の住民全体の守り神である。

妙見教会(妙見堂) 720-0832 広島県福山市水呑町７３ 宝山(金鶏山)

水野勝成公が常興寺山に築城したところ、あたかも此の宝山（宝

の山）に対していたので地名を福山（福の山）と銘名した。

妙見常夜灯 広島県福山市多治米町川口

昔の芦田川の本流が通っていたところ。

金比羅大権現・妙見菩薩常夜灯 広島県福山市簑島町南浦

妙見神社 広島県福山市草戸町（草戸千軒遺跡そば）

明見神社(妙見神社) 広島県福山市赤坂町赤阪小原２５８ 上か？

妙見神社 広島県福山市熊野町(熊野町に２社)

妙見神社 広島県福山市熊野町

妙見堂 広島県福山市山野町大字山野

明見神社 広島県福山市千田町千田１１６４

明見神社 広島県福山市田尻町１３６２

妙見神社 広島県福山市田尻町中東 ↑か？

法界塔・妙見さん(常夜灯・妙見大菩薩)・地神さん

広島県福山市田尻町中東 日蓮宗関係のようだ。

明見神社 広島県福山市芦田町麿４１５

明見神社 広島県福山市駅家町新山５９５

明見神社 広島県福山市駅家町大字助元１１０４

妙見堂 広島県福山市駅家町大字近田

妙見神社 広島県福山市新市町常字中寺 1186番の 2
明見神社 広島県福山市新市町常打部１１８－２

明見神社 広島県福山市新市町明見９７４

妙見神社 広島県福山市新市町宮内字妙見１１３６

妙見神社 広島県福山市新市町常字中寺 1186番の 2
明見神社(妙見神社) 広島県福山市新市町大字下安井明見９７４

妙見堂？ 広島県福山市新市町戸手 妙見堂古墳の隣。
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明見社 広島県福山市内海町明見口３６４ノ４

明現神社 広島県福山市沼隈町中山南３７５

妙見神社 広島県福山市沼隈町下山南１５１７

妙見神社 広島県福山市神辺町字平野１５１７

明見神社 広島県福山市神辺町字上御領２８５５

明見神社 広島県福山市芦田町大字柞磨４１５

北辰教会 広島県福山市郷分町石原５６７－１ 日

顕政寺 720-0202 広島県福山市鞆町後地１２０６－１ 本尊 日

須佐能表神社 広島県福山市駅家町大字法成寺 3025
明治 44年に明見神社など 15社を合祀。

妙見神社 広島県府中市府中町出口町８０６

妙見社 広島県府中市出口町 八尾山頂真下 八尾山城跡

妙見神社(明見神社) 広島県府中市用土町土生４８１

明見神社 広島県府中市府中市用土町２５３

妙見神社 広島県府中市広谷町

明見神社 広島県府中市下安井

明見神社 広島県府中市栗柄町９８３

妙見神社 広島県府中市河佐町神谷１６６

明見神社 広島県府中市河佐町１２０９

妙見神社 広島県府中市上山町 ↓か？

明剱神社 広島県府中市上下町上下 2470
空木宮(明見宮) 広島県府中市 空木？

妙見神社 広島県府中市諸毛町

三大妙見神社 広島県東広島市安芸津町風早白水

妙見社 広島県柳井市姫田

明見神社 広島県神石郡神石高原町大矢３１５

明見神社 広島県神石郡神石高原町大矢３１５(３９１？)

明見神社 広島県神石郡神石高原町亀石亀川４１６

明見神社 広島県神石郡神石高原町亀石 5132番の 2
明見神社 広島県神石郡神石高原町坂瀬川萩原１３３１

明見神社 広島県神石郡神石高原町坂瀬川２８５

明見神社 広島県神石郡神石高原町坂瀬川犬塚甲

妙見山定光禅寺 広島県神石郡神石高原町大字田頭―

妙見神社 722-0071 広島県尾道市向島町立花 1394 （妙見鼻）三躰妙見宮

妙見神社 広島県尾道市栗原町

妙見神社 広島県尾道市潮見町

妙見神社 広島県尾道市桜町

妙見神社 広島県尾道市久山田町大平３６３

妙見神社 広島県尾道市御調町市

妙現神社 広島県尾道市御調町大蔵

妙見山明徳寺 722-2322 広島県尾道市(元因島市)因島三庄町三区１９４５

好見神社？ 広島県尾道市(元因島市)因島三庄町八区

妙見堂 広島県尾道市(元因島市)因島三庄町八区

妙見大菩薩 広島県尾道市(元因島市)因島重井町 馬神城跡

二の丸跡に馬神大明神･妙見大菩薩･大山神社が祀ってある。

明見神社(妙見神社) 広島県三次市粟屋町

妙見神社 広島県玖珂郡和木町関ヶ浜

妙見神社 広島県廿日市市桜尾本町 1-1 ※桜尾城跡。山口市興隆寺分詞。
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妙見菩薩は亀に乗り、足部分に蛇が絡まる。

宇津神社摂社妙現神社 広島県呉市豊町大長字宮脇 4977
篠原神社摂社妙現社 広島県呉市豊町久比字岡 401
妙見社 広島県呉市安浦町女子畑

勘定神社 広島県呉市安浦町原畑

妙見社 広島県呉市安浦町原畑安登

奴可神社 広島県庄原市(元東城町)小奴可 1195
明見神社 広島県赤磐市赤阪小原２５

妙見神社 広島県安芸高田市高宮町房後

御中主神社 広島県世羅郡世羅町小谷７２４

(971-5か？) 小谷が見つからない。

蓮台寺妙見堂(小祠)722-1515 広島県三原市八幡町美生６８６－１ ？

花園妙見神社 広島県三原市本郷町船木

以下の広島県は 日本民俗学会報 130号｢備後三原地方の妙見信仰｣(田地春江氏)より

三原地方には妙見舞という神楽が各地で行われていた。

昭和 55年発行のため、町名、字、小字が変わっているかもしれない。分かった所は変更してある。

紙田家 広島県三原市時貞町(かつては糸原に属したようだ)

木彫りのご神体。時貞の三軒の家に妙見刀がある。

妙見刀 広島県三原市糸原町

福寄(時貞の東隣)の三軒の家に妙見刀がある。

正分(福寄の東隣)の一軒の家に妙見刀がある。

是国(福寄の東隣)には三振りの妙見刀がある。妙見の石がある。

下木原には妙見刀が四振りある。

赤石には妙見刀が三振りある。三躰妙見と言う。

妙見岩と石祠 広島県三原市糸原町赤石

妙見刀 広島県三原市中之町蔵之内 妙見刀がかつてはあった。

妙見祠 広島県三原市中之町蔵之内

古い家十軒あまりで祀る七柱の小神の一つ。

妙見祠 広島県三原市中之町十一面

妙見刀 広島県三原市中之町十一面 一振りの妙見刀がある。

郷田家は個人でも妙見を祀る。

妙見刀 広島県三原市中之町干川 妙見刀が四振りある。妙見山もある。

加羅加波神社境内・妙見祠 広島県三原市中之町干川 妙見山あり。

妙見祠(妙見山) 広島県三原市中之町後山

後山にはかつては十一軒全てに妙見刀があった。

今は分からない。

妙見祠 広島県三原市中之町大谷

妙見刀 広島県三原市田野浦本谷 妙見刀一振り。

妙見祠(二社) 広島県三原市田野浦本谷

妙見刀 広島県三原市幸崎町久和喜 妙見刀は三振りある。

妙見祠 広島県三原市幸崎町久和喜

妙見祠 広島県三原市幸崎町須波 今はないようだ。

妙見刀 広島県三原市登町 妙見刀は一振りある。

妙見刀 広島県三原市沼田東町両名 妙見刀は二振りある。

妙見社 広島県三原市沼田東町両名 請福寺の脇。

妙見社 広島県三原市沼田東町末光

妙見祠 広島県三原市須波町 今はないようだ。

妙見祠跡 広島県三原市沼田町沼田下 妙見刀は一振りあるようだ。

明剣さんという岩 広島県三原市沼田町沼田下

妙見祠跡 広島県三原市小坂町 六社あったらしい。それぞれ刀もあった。
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追迫妙見祠 広島県三原市小坂町迫

社内妙見社 広島県三原市本郷

妙見刀 広島県三原市本郷町上北方上谷

三振りある。かつて妙見山があったようだ(あやふや)。

妙見祠 広島県三原市本郷町上北方上谷

妙見祠 広島県三原市本郷町上北方上谷入口

妙見社 広島県三原市本郷町船木花薗 妙見山もある。

観音堂境内・妙見祠 広島県竹原市(十八原？) 妙見山もある。

妙見社 広島県竹原市新庄町北端の山間枌谷(そぎたに)

高宮八幡宮境内･妙見社 広島県竹原市高崎

妙見屋敷 広島県竹原市忠海字二窓

妙見社 広島県東広島市河内町下河口字門出
も ん で

妙見社 広島県東広島市河内町河戸

妙見神社 広島県東広島市八本松町原

山口県

氷上山妙見社（興隆寺） 753-0214 山口県山口市大内御堀４３１ 大内氏の信仰の中心 天台

妙見社 山口県山口市鋳銭司 兜峠

赤田神社・天御中主神社 山口県山口市吉敷 780
妙見社 747-0344 山口県山口市徳地八坂字上寺前

妙見社 山口県山口市徳地八坂(元佐波郡徳地町) 上か。

山口県最大のイチョウの木がある。

妙見神社 山口県山口市仁保上郷 下か？

大畑妙見社 山口県山口市仁保上郷 犬鳴の滝の近く

妙見社 山口県山口市仁保下郷

妙見社 山口県山口市秋穂東中条

真照院 山口県山口市秋穂町二島 5106 鎮守妙見様 御室派

小島大師堂 山口県山口市秋穂町二島 真照院管理

大昌寺妙見社 山口県山口市秋穂町東赤崎 曹

妙見社 山口県山口市(元佐波郡徳治町)八坂

金比羅・妙見・秋葉大権現の三祠 山口県山口市(元吉城郡小郡町)柏崎 原住宅の上

妙見社 山口県山口市宮野下

鰐鳴八幡宮(小鯖八幡宮)合祀神 753-0213 山口市上小鯖 583

清泰院妙見堂 741-0082 山口県岩国市川西 4-1-37 日

賀茂神社末社・妙見宮 山口県岩国市柱島 妙見の鼻

妙見山安養院建立寺 740-0602 山口県岩国市(元玖珂郡)本郷町本郷１４７０ 浄土

鮎原妙見宮 山口県岩国市周東町川上 吉川氏が崇敬

妙見神社※妙見山頂上 山口県岩国市(元玖珂郡)美和町

山田妙見社 山口県岩国市通津

妙見神社 山口県岩国市府谷

明見神社 山口県岩国市玖珂町

妙見社 山口県岩国市美川町四馬神猪木屋 人丸神社を合祀

宮ノ串の河内神社に合祀されることになっている。

妙見神社 山口県玖珂郡和木町関ヶ浜

降松(くだまつ)神社 44-0061 山口県下松市河内吉原１９８９ 元妙見社
くだまつ

推古天皇３年（５９４年）、青柳浦の一松樹に大星の降臨し、七日七夜輝いた。同五年、百済国の璋子琳

聖太子(大内氏の祖)が来朝し、社殿を造立し鷲頭の庄の氏神とした。
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妙見宮鷲頭寺 744-0014 山口県下松市中市 91
大内氏関連 真言宗御室派 降松神社の元神宮寺 龍の上に立つ妙見菩薩

降松神社 山口県下松市来巻１

妙見社 山口県下松市来巻

金輪（かなわ）神社 山口県下松市北斗町

鶏頭山妙見宮 山口県下松市西豊井

妙見神社 山口県下松市切山

防府天満宮境内観音堂 山口県防府市松崎町 14-1 大日如来 妙見 弘法大師を祀る。

天御中主神社(車塚妙見神社) 山口県防府市車塚５－３８ 境内に車塚古墳がある。萩往還

天御中主神社 山口県防府市字桑山１４６７

熊野神社境内社・妙見社 山口県防府市大字上右田 1078
新橋妙見神社 山口県防府市新橋町 文化２年（１８０５）の創建

妙見社 山口県防府市大字佐野

妙見堂 山口県防府市富海 不審火にて焼失

無動寺（北辰尊星影向の地） 742-1353 山口県柳井市阿月畑 2219 真言
妙見社 山口県柳井市 光台寺(姫田)の近く

南山神社 山口県柳井市伊陸 1319 古記録には南山妙見宮とある。

圓壽寺 742-0041 山口県柳井市平郡４３２６ 元は妙見山寿現寺(真言宗) 浄土

妙見社 山口県柳井市平郡西

定光寺鎮守 山口県光市三井 1183 曹洞宗

妙見社 山口県光市三井妙見所

妙見神社 山口県光市光井八海（八海観音堂そば・保妙見社）

高日神社（妙見社） 山口県光市塩田 石城山の最高峰、高日ヶ峰。

妙見社 山口県光市塩田 神籠石近く

妙見稲荷神社 山口県光市浅江

妙見宮 山口県光市八海

志度石神社（大島郡総鎮守） 山口県大島郡周防大島町東屋代 1393 推古天皇 3(595)年創建

妙見院教会 山口県山陽小野田市厚狭本町４区 醍醐

妙見社 山口県長門市東深川 妙見山 湊漁港

妙見祠 山口県長門市油谷木吹(元大津郡湯谷町) 妙見山頂

妙見社 山口県長門市三隅中

般若寺妙見堂 742-1104 山口県熊毛郡平生町宇佐木１１６６ 御室

妙見社 山口県熊毛郡田布施町川西

妙見二尊神 山口県美祢市美東町赤 止星山頂 現在あるか不明。

北辰妙見を祀る二基の石祠 山口県美祢市 旧秋吉町と旧美東町の町境の 桂木山頂

鮎原剣神社(元妙見社) 山口県岩国市周東町川上

妙見堂 山口県周南市(元都濃郡鹿野町)鹿野上奥大町 陶製の妙見像

万福寺山山麓 山口県周南市須々万一の坂 石祠

左に妙見社、右に不詳祠、人丸神社の石祠

妙見社 山口県周南市大字馬神

美栄神社(元妙見社) 山口県下関市菊川町大字楢崎 434 山口県指定文化財)がある。

垢田八幡宮 山口県下関市垢田 700
境内末社・天之御中主神社(俗称妙見社)

妙見寺 山口県下関市豊浦町川棚
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間上妙見社 山口県下関市菊川町

妙見社 山口県下関市(元豊浦郡)菊川町上保木

妙見神社 山口県下関市内日下

妙見神社 山口県下関市小月本町２丁目

妙見社 山口県宇部市大字吉見 たぶん吉見岡村

広福寺妙見堂 山口県宇部市中山８０ 真言宗御室派

光井保妙見社 山口県 光市か？

星神社 山口県安芸市 妙見山

妙見神社 山口県玖珂郡和木町関ヶ浜字妙見山 30
妙見様(石仏？) 山口県阿武郡阿武町福田下 栃原地区 禊 の滝

みそぎ

いろいろな神仏の石像がある。

鳥取県

茂宇気神社 鳥取県鳥取市鹿野町大字河内 4410 古くは妙見大権現と称した。
も う け

加知弥神社摂社・城山神社 鳥取県鳥取市鹿野町寺内１５２ 古くから妙見大明神と称した。

妙見山本慈院妙見堂 680-0014 鳥取県鳥取市馬場町 6-3 日

妙見山万福寺(廃寺) 鳥取県鳥取市青谷町青谷(あおや)

妙見山万福寺文書（市指定保護文化財）は、あおや郷土館に所蔵されている。

http://www.tbz.or.jp/kyoudokan/
妙見社 鳥取県鳥取市用瀬町用瀬

太田神社 鳥取県鳥取市(元岩美郡)国府町清水

清水地区の氏神・妙見さんを合祀。

源門寺妙見堂 鳥取県 源門寺地区 ※日光院ホームページより

鳥取市(元岩美郡国府町中河原)？

城山神社 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野 古くから妙見大明神と称した。

亀井茲矩在城の頃は鹿野城の守り神としてまつられていた。「

三朝神社 鳥取県東伯郡三朝町三徳 796 番 妙見山正八幡宮など三社を合祀

三朝温泉は、妙見菩薩に教えられて発見されたと伝えられている。

本泉神社 鳥取県東伯郡三朝町三朝町本泉 220 妙見大明神と称した。

天乃神奈斐神社 689-2501 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕１４６７

田井の妙見さん 鳥取県東伯郡北栄町田井

塩津神社 鳥取県西伯郡大山町塩津 684
古来「逢坂別社妙剣大明神」と称されていた。

高田神社 鳥取県西伯郡庄内村大字高田字宮ノ宮 1318
五柱の祭神の内・妙見大明神(底筒男命)

妙見山凌泉寺 鳥取県西伯郡伯耆町(元)岸本町坂長 1508 単立

岩田神社 鳥取県八頭郡八頭町石田百井 696 元妙見宮

妙見山神光寺(不動院岩屋堂) 鳥取県八頭郡若桜町岩谷堂 本尊不動明王

豊臣秀吉来攻の兵火を罹り、この堂だけが焼け残った。

虫井神社 鳥取県八頭郡智頭町大字大呂 元妙見社

古くは『日本三代実録』（元慶７年＝ 883）に「因幡国正六位上

虫井神」と出てくる。後に船岡の伊田氏が妙見社を祀った。

金持神社 鳥取県日野郡日野町金持字妙見谷尻 74 元･三体妙見宮

白山神社(妙見神社) 鳥取県気高郡城山町

妙見堂 鳥取県倉吉市横田
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妙見宮 鳥取県岩美郡岩美町浦富

鵜殿大隈陣屋鎮護のため西に妙見宮が祀られている。

島根県

安国寺妙見堂 島根県松江市竹矢町 993 本堂裏 臨･南禅寺

妙見山妙徳寺 690-0855 島根県松江市浜佐田町 550-1
当努貫大明神(妙見社) 島根県松江市浜乃木

野代神社 島根県松江市浜乃木２丁目１０ −３０

天平時代に開拓者により現在地に妙見社として創建。

伊奈阿気神社 島根県松江市美保関町北浦 妙見さん

那富乃夜神社 島根県松江市八雲町東岩坂 2193
星上山頂 別所･家村･西奥･藤原地区の氏神 經津主命、武甕槌

命、星神加加背尾命 配 妙見社ほか

妙見山 685-0014 島根県隠岐郡隠岐の島町西町大城の一 4

長浜神社 693-0041 島根県出雲市西園町上長浜４２５８ ※妙見山頂

通称･妙見さん。出雲国風土記には出雲社として記載されている。薗村妙見神社と呼ばれた。

妙見神社 島根県出雲市今市町真光町 武志屋本店付近

比布智神社 島根県出雲市下古志町１３７４ 妙見社を合祀

須津妙見神社 島根県浜田市三隅町岡見須津須津

妙見神社 島根県浜田市上府町

妙見神社 699-3162 島根県江津市敬川町妙見山１９７７

敬川八幡宮境内・妙見神社 699-3162 島根県江津市敬川町１７６８－１

妙見神社は素盞嗚尊を祀るようだ。

妙見神社 島根県江津市(元川波村)

妙見宮 島根県江津市桜江町川戸

星神社 島根県安来市清水町２１

星原神社 島根県雲南市掛合町下多根５０５

妙見寺 島根県雲南市大東町仁和寺１９１０ 高野山

明剣神社 島根県飯石郡飯南町志津見３１６ ↓か？。

明劔神社 島根県飯石郡飯南町志津見 628の 8
妙法寺妙見堂 島根県飯石郡飯南町 法華宗

湯野神社摂社・妙見社 島根県仁多郡奥出雲町(元仁田町)大字亀嵩 1284 通称、大森神社

亀嵩と言えば松本清張の｢砂の器｣を思い出しますね。

惣安寺 島根県仁多郡奥出雲町下横田９６０ 鎮守に妙見権現を祀る。

妙見さん 島根県鹿足郡津和野町(旧小川村)

岩瀬戸に瀬戸ワキという所がある。岩山の頂上

永明寺 699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田ロ１０７ 曹

星坂妙見神社 島根県鹿足郡吉賀町六日市(元蔵木村、元六日市町)

元六日市町星坂に妙見神社とある。星坂の地名がみあたらない。

妙見神社（小島神社） 島根県鹿足郡吉賀町田野原(元六日市町) 小島山頂

延命寺 島根県邑智郡邑南町下口羽 1422 高野山

妙見神社 島根県邑智郡川本町
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金刀比羅宮出雲分社・真名左神社 島根県簸川郡斐川町直江町 1067-3

妙光寺 694-0064 島根県大田市大田町大田宮島ロ９１８ 日

妙見神社 島根県大田市大田町

大音寺妙見堂 島根県大田市大森町イ 1389
※別 石見銀山(世界遺産) 島根県大田市

延慶２年(1309)周防国守大内弘幸が、日頃信心する妙見神の

お告げにより銀山を発見した。

平成１９年６月世界遺産委員会で逆転登録の議決。

愛媛県

妙見寺 791-8001 愛媛県松山市平田町 794 日

妙見神社 愛媛県松山市湯山ノ内米野々甲

明見神社 愛媛県松山市栗井西谷乙１２

明見神社 愛媛県松山市庄府坊田甲３００

明見神社 愛媛県松山市立岩中村土居甲１９９

明見神社 愛媛県松山市浅海原子持甲８４８

明見神社 愛媛県松山市(元北条市)西谷乙１１１ 妙見神社

妙見神社 愛媛県松山市客

明見神社 愛媛県松山市米野町甲１３１ 旧妙見社 明治３年改号

熊野山妙見院八坂寺 791-1133 愛媛県松山市浄瑠璃町７７３ 四国八十八か所４７番札所 醍醐

妙見大権現 愛媛県松山市(元温泉郡中島町)中島町二神島 二神島 妙見山

法善寺清正公堂内陣 愛媛県松山市北条辻 1358 能勢型 日

妙見山無碍光院安養寺 愛媛県松山市中島町二神本浦 本尊・阿弥陀如来 豊山

妙見社 愛媛県松山市山田町

妙見神社 愛媛県松山市(元北条市)西谷

大法寺マリヤ像 愛媛県八幡浜市大門

※大法寺マリア像＝妙見では？ 戦後、平櫛田中氏らがこの像を隠れキリシタンの マリヤ像と認定

※（１７６０）年にまとめられた「宇和島領神社記」（愛媛県立図書館蔵）を見てみると、宇和島藩領内には

妙見社が全部で十二社あり、八西地方(現八幡浜市)でも、日土村二田ノ藪の「妙剣牛頭神社」、同村足田の「明

剣神社」、同村森山の「明剣神社」、布喜之川村の「妙剣神社」、伊方浦の「妙剣神社」が記されている。

『南海日日新聞』聞八幡浜地方の民俗誌より

八大龍王、金毘羅大権現、妙見菩薩祠 愛媛県八幡浜市国木の陣ヶ森

穴井の妙見堂跡 愛媛県八幡浜市穴井 小さな祠がある。

妙見神社 792-006 愛媛県新居浜市大生院１６１５

妙見祠、南無妙法連華経妙見大菩薩の碑 愛媛県新居浜市阿島 荷内橋の近くの小さな山の頂

星の宮神社 愛媛県新居浜市星原町 (星原神社)

真星神社(星宮の神社) 愛媛県新居浜市星原町 ※ 1300年前隕石が落ちた。 ↑か？。

星妙現神社 愛媛県新居浜市大永山小味地

妙見神社 愛媛県四国中央市寒川町

妙見神社 愛媛県四国中央市土居町北野

豊受神社 愛媛県四国中央市富郷町豊坂 明剣神社・新田神社を合祀した。

星神社 愛媛県今治市大西町 ※大西小学校近く。隕石を祀る。

星神社 愛媛県今治市大西町星浦

妙見神社 愛媛県今治市大西町

妙見神社 愛媛県今治市大西町山之内
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妙見神社 愛媛県今治市玉川町吉の瀬 多摩川湖のそば

妙見神社 愛媛県今治市玉川町龍岡下明見前

妙見社 愛媛県今治市玉川町高野

山崎神社 愛媛県伊予市稲荷明見前５８８ 元明見宮

妙見神社 愛媛県越智郡上島町岩城 (岩城島)

隕石を祀る｡ご神体は浦外神社に保管｡

明見神社 愛媛県西条市荒川４－８６ 加茂地区八の川

千町高智神社 愛媛県西条市 加茂地区 妙見社を合祀

妙昌寺 愛媛県西条市東町 230 日

古茂理神社・妙見神社(境内社) 愛媛県西条市中野

伊曽乃神社境内・妙見神社 愛媛県西条市中野甲１６４９

明見神社 愛媛県西条市荒川４－８６

熊野神社・九神合殿社 愛媛県西条市丹原町志川

（稲荷神、山之神、明神、稲荷神、花ノ木神、佐恵神、妙見神、森ノ木神、楠ノ木神）

明見神社 愛媛県西条市荒川山八川４－８６

妙見堂 愛媛県西条市丹原町長野

明見神社 愛媛県西条市氷見

妙見社 愛媛県西条市氷見丁

妙見堂 愛媛県西条市壬生川

妙見堂 愛媛県西条市喜多台 喜多台集会所近く。

医王寺透かし堂 愛媛県宇和島市吉田町立間二番耕地 2710 天

法円寺 愛媛県宇和島市神田川原新４番地 日

天御中主神社 愛媛県北宇和郡鬼北町本谷

天御中主神社 愛媛県北宇和郡鬼北町大字中野川１８７

妙見寺 愛媛県東宇和郡城山町？ 見あたらない。

明見神社 愛媛県西宇和郡伊方町 > 伊方越

妙見菩薩石像 愛媛県西予市城川町 岩本地区観音堂近く

妙見社 愛媛県大洲市八多喜町東宇山

妙見宮 愛媛県大洲市白滝

妙見菩薩石像 愛媛県大洲市平野町平地 祠に能勢形の石像が祀られている。

溪寿寺妙見堂 愛媛県大洲市菅田町宇津甲３４８ 曹

妙見社 愛媛県大洲市東宇山

広瀬神社 愛媛県喜多郡内子町(元小田町) 元妙見神社 延長 4(926)年創建

妙見堂(妙見神社) 愛媛県喜多郡内子町五十崎妙見町 妙見不動像が祀られている。

※愛媛県には大元神社が各地にあるが、祭神として天御中主神･国常立尊としている。元は妙見様なのだろうか。
おおもと

徳島県

妙見神社 772-0016 徳島県鳴門市撫養町林崎北殿 147 ※旧別当日蓮宗円隆寺

妙見神社 771-0371 徳島県鳴門市北灘町櫛木観音面 119 ※旧別当禅定寺

禅定寺 771-0371 徳島県鳴門市北灘町櫛木観音面３０ 真言

妙見神社の妙見像と九曜星の九体の神像が納められている。

春日妙見（吉本神社） 徳島県吉野川市川島町大戸井 川島駅の南方 春日妙見を祀る。

妙見山取星寺(妙見と虚空蔵)779-1106 徳島県阿南市(元那賀郡)羽ノ浦町岩脇７１ 立江寺の奥ノ院

妙現神社 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇猪ノ谷９９-２. 取星寺の隣

妙見の水神さん 徳島県阿南市(元那珂郡)羽ノ浦町 八貫渡しの小さな祠

諏訪神社・摂社妙見神社 徳島県阿南市大潟町 62
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妙見神社 徳島県阿南市大潟町

妙見神社 徳島県阿南市新野町字妙見前９２

妙見神社 徳島県阿南市黒津地町

鴨神社境内社天神地祇社 徳島県三好郡東みよし町加茂字山ノ上３２５０

天神地祇社に妙見神社以下 27社が合祀されている。

佐野神社 徳島県三好市(元三好郡)池田町佐野 元妙見社

播磨の赤松越後守頼則の子孫･佐野氏の鎮守

妙見神社 徳島県三次市池田町白地字井ノ久保 1165
三躰神社 徳島県三好市(元三好郡祖谷村)

妙見神社 徳島県三次市山城町岩戸

明見神社 徳島県阿波市大北(元阿波郡市場町犬墓字大北)

妙見菩薩石像(亀趺) 徳島県阿波市宮川内相成ダム堤体右岸奥

妙見神社 徳島県海部郡海陽町（元海部町）

明現神社 徳島県海部郡海陽町（元海部町）奥浦字町内 56
観音寺 徳島県海部郡美波町(元日和佐町)奥河内字本村 二見妙見観世音

妙見神社 徳島県海部郡海陽町(元宍喰町)

立江寺・奥の院 徳島県勝浦郡勝浦町星谷 四国第１９番 星の岩屋

妙見神社 徳島県名西市神山町神領字野間１５４

妙見神社 徳島県名西市神山町阿野字日浦１５８

妙見神社 徳島県名東群佐那河内村中川原 村役場近く

大宮八幡神社境内妙見神社 徳島県名東群佐那河内村下高樋

川上妙見神社 徳島県美馬市木屋平字川上

妙見大明神 徳島県美馬郡つるぎ町半田高清

日明見神社 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字浦山６５７

東福寺(三井曼荼羅) 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字木屋３４１ 御室

当寺護法神の新羅神の本地仏の本尊弥勒仏を中心に、上下左

右に尊星王、黄不動、十八明神、新羅明神、三尾社、護法社、

三王,円珍を配している。

妙見大明神 徳島県美馬郡つるぎ町半田高清

明現神社 徳島県那賀郡那賀町大戸字大戸 13
八幡社末社・妙見社 徳島県那賀郡那賀町(元鷲敷町)百合谷

吉本神社(元妙見神社) 徳島県吉野川市川島町大字学字ニツ森 44
妙見神社 徳島県吉野川市山川町

妙見神社 徳島県小松島市芝生町

大宮八幡神社境内妙見神社 徳島県名東郡佐那河内村下字高樋 79 佐那河内局西約 300m

香川県

高尻妙見神社 香川県高松市庵治町高尻２７９１

妙見大菩薩石像 香川県高松市庵治町高尻

井原神社 香川県高松市香南町西庄 慶長十八年祠を建てて妙見宮とした。

祭神・国常立尊

妙見宮 香川県丸亀市土器町西５丁目

玄要寺 763-0046 香川県丸亀市南条町３４ 臨

宇閇神社 香川県丸亀市綾歌町栗熊西２７７

鵜井権現・玉井権現・妙見権現・十二社権現とも呼ばれていた。

産巣日神社(妙見社) 香川県丸亀市瓦町 117
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妙見宮 香川県丸亀市風袋町

拾二社宮摂社妙見宮 香川県丸亀市土器町西二丁目（土器村字宮ノ浦）

妙見宮 香川県観音寺市観音寺町

妙見神社 香川県観音寺市豊浜町箕浦

常行寺妙見堂 香川県観音寺市八幡町２丁目３－１ 日

妙見神社 香川県善通寺市

牛額寺 765-0062 香川県善通寺市碑殿町 660 勤皇僧･月照が得度した寺 真言善通寺派

高家神社・血ノ宮境内妙見宮 香川県坂出市高屋町揚北 878
崇徳天皇のご遺体を運ぶ途中に荒天に遭い、棺から血が流れたとい

うことから血の宮と呼ばれている。

西分神社（妙見社） 香川県坂出市王越町乃生（王越村大字乃生字濱田）

天津神社 香川県坂出市与島町字浦城 旧妙見宮 あるいは妙見社

北辰宮 香川県三豊市(元三豊郡仁尾町)

朝日妙見宮(妙見神社か？) 香川県三豊市(元三豊郡仁尾町)仁尾戊 117 妙見山南麓

妙見神社 （吉祥院奥の院） 香川県三豊市(元三豊郡仁尾町)仁尾己妙見山南麓 上記と同じか？

妙見神社 香川県三豊市三野町大見

妙見宮 香川県三豊市(元三豊郡詫間町)詫間町生里 妙見神社

妙見宮 香川県三豊市(元三豊郡詫間町)詫間町 妙見山中腹

妙見宮 香川県三豊市(元三豊郡詫間町)詫間町香田

産巣日神社 香川県三豊市(元三豊郡高瀬町)高瀬町上高瀬

天徳二年四月に下総国妙見神社を迎へて奉祀。かつては妙見宮。

妙見神社 香川県三豊市(元三豊郡三野町)三野町

妙見神社 香川県三豊市(元三豊郡財田町)財田町財田上

妙見宮 香川県木田郡三木町井戸字二條 二條城跡

天津神社(妙見神社) 香川県小豆郡小豆島町(元内海町)神懸通 寒霞渓の麓 元玉蔵院の鎮守

妙見山西蓮院誓願寺鎮守妙見社 香川県小豆郡小豆島町(元池田町)二面 571
弘法大師が鎮守に妙見菩薩を勧請された。

妙見社 香川県小豆郡小豆島町(元池田町)二面

妙見宮 香川県小豆郡土庄町豊島甲生

妙見神社 香川県小豆郡土庄町黒岩

道隆寺妙見宮 764-0022 香川県仲多度郡多度津町北鴨１丁目３－３０ 真言宗醍醐派

絹本著色星曼荼羅図もあり。 四国七十七番札所。

海岸寺大師堂 764-0037 香川県仲多度津郡多度津町西白方 四国別格二十霊場の札所

善通寺と並んで弘法大師生誕の地と伝えられている。 醍醐

妙見神社 香川県仲多度郡まんのう町（元仲南町）

妙見神社 香川県仲多度郡まんのう町(元仲南町) 尾野瀬山の近く 上か？

金山神社 香川県仲多度郡まんのう町(元満濃町) 旧妙見社

妙見社 香川県仲多度郡まんのう町(元満濃町)

妙見神社 香川県仲多度郡まんのう町七箇

中村神社 香川県仲多度郡まんのう町(元満濃町)

千葉孫太郎親常･同弾正胤利兄弟が美濃の国から高篠に移住して妙

見社を勧請。鳥居額に「妙見堂」柱に妙見大菩薩と彫られている。

妙見神社 香川県仲多度郡まんのう町(元仲南町)

妙見堂 香川県仲多度郡まんのう町東高篠

妙見社 香川県仲多度郡まんのう町長尾

妙見神社 香川県さぬき市大川町富田（中字石仏）東 茶臼山古墳の上。
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妙見神社 香川県さぬき市志度

妙見宮 香川県さぬき市長尾東

妙見菩薩石像(亀趺) 香川県阿波市(元板野郡土成町)

黒羽妙見神社 香川県東かがわ市(元大川郡引田町)黒羽
く れ は

高知県

※高知県下の星神社は、111社。以前は妙見様と呼ばれていた。

高知県の星神社(元妙見社)は水神との関連が深い。

星神社 高知県高知市北秦北泰泉寺７８１

星神社 高知県高知市薊野(あざみの)７１３

妙見大明神 高知県土佐郡一宮薊野 上か？

星神社 高知県高知市五台山字大島部長江

妙見宮星神社 高知県高知市五台山字大島山鳴谷

星神社 高知県高知市高須 高須大谷か。

妙見菩薩石像 高知県高知市 雪光山（国見山）山頂

山頂には恵比寿様や妙見様、国見権現の石像

星神社(妙見大明社) 高知県高知市(元吾川郡)春野町秋山３２７６

星神社 高知県高知市(元吾川郡)春野町森山字明見谷３０４０

星神社 高知県南国市岡豊町中島６６５

星神社 高知県南国市明見字妙現３８５

星神社 高知県南国市十市乙１２７

天御中主奉斎会 783-0004 高知県南国市大埆甲１３４８－５

熊野神社 高知県南国市久礼田 明治４２年に星神社を合祀

本宮星神社 高知県香美市土佐山田町大後入

星神社 高知県香美市土佐山田町本村

星神社 高知県香美市土佐山田町佐岡本村 497 ↑のようだ。

三体妙見宮(星神社) 高知県香美市土佐山田町(元香美郡佐岡村) ↑のようだ。

星神社(妙見社) 高知県香美市土佐山田町アカノミズ 497番 498合番

星神社 高知県香美市土佐山田町宮口字大沢

星神社 高知県香美市土佐山田町岩次字西大リウ４５

星神社 高知県香美市土佐山田町神母ノ木

伏森神社 高知県香美市土佐山田町入野 248 妙見か不明

本宮星神社 高知県香美市土佐山田町佐竹字宮ノ本１１６５

星神社 高知県香美市物部町神池２３８４

妙見神社 781-5233 高知県香南市(元香美郡)野市町大谷

星神社 高知県香南市野市町本村字妙見屋敷 629
星神社 高知県香南市香我見町上分字ドウガ谷 3606番 3607番
妙見神社 高知県香南市夜須町出口 ※夜須町には他に６カ所星神社がある。

星神社 高知県土佐市高岡甲８７９

星神社 高知県土佐郡土佐町柚ノ木

星神社(三大明現) 高知県吾川郡いの町葛原８９

星神社 高知県吾川郡いの町加田字宮ノ森２８９６

清川星神社 高知県吾川郡いの町上八川寺野９８６

清川星神社(妙見星神社) 高知県吾川郡いの町小川樅木山 安居神楽が伝わる。

清水星神社 高知県吾川郡いの町(元吾北村)
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星神社 高知県吾川郡仁淀川町別枝５８５

星神社 高知県吾川郡仁淀川町別府

星神社 高知県吾川郡森山字明見谷 3040

星神社 高知県長岡郡本山町助藤９４

星神社 789-0237 高知県長岡郡大豊町庵谷１０１８

星神社 高知県長岡郡大豊町西峰２８３８

星神社(三体妙見宮) 高知県長岡郡大豊町角茂谷３６２８

星神社 高知県長岡郡大豊町戸手井１１７１ ↓か？

星神社 高知県長岡郡大豊町戸手野１１７１

星神社 高知県長岡郡大豊町馬瀬２３７９

星神社 高知県長岡郡大豊町久寿軒１１６２イ

星神社 高知県長岡郡大豊町北川１６７８

星神社 高知県長岡郡大豊町穴内３８４２

星神社 高知県長岡郡大豊町佐賀山３７

星神社 高知県長岡郡大豊町上東２７１

星神社 高知県長岡郡大豊町尾生６１８

星神社（客人神社） 高知県長岡郡大豊町中屋５９ 二本の大杉がある。

星神社 高知県長岡郡大豊町奥大田３９８ロ

新谷神社 高知県長岡郡大豊町

祓川五社神社 高知県四万十市(元幡多郡西土佐村) 星神ほか合祀

星神社 高知県四万十市古津賀

星神社 高知県四万十市西土佐大宮 1775
星神社 高知県四万十市不破１９９２

星神社 高知県四万十市中村

星神社 高知県四万十市古尾１４７２

星神社 高知県四万十市字ナラ山２７７

真静寺 787-0771 高知県四万十市(元中村市)有岡１２４５ 日

星神社 高知県四万十市十和

一宮神社の七星剣 高知県四万十市(元中村市)初崎 409番
星神社 高知県四万十市横瀬

星神社 高知県室戸市室戸岬町字椎名寺領 950
星神社 高知県室戸市羽根町字芝乙１８７８

星神社 高知県室戸市吉良川町乙５３３７ロ

星神社 高知県室戸市吉良川町丙７８２

星神社 高知県室戸市佐喜浜町字妙見山 5093
妙見宮 高知県室戸市佐喜浜町苫阪

御田八幡宮境内社・星神社 高知県室戸市吉良川

室津神社境内・星神社 高知県室戸市室津字船久保３２４１ 参道の祠

※｢角川日本地名大辞典(旧地名編)｣吉良川村(高知県室戸市)

北村に妙見,岡岸に妙見,南路志には山神妙見 3･妙見大権現･妙見

荒神･若宮(妙見社境内)･権現妙見相殿とある。

星神社(旧三体妙見神社) 高知県安芸市井ノ口甲？ (井ノ口字一宮甲？) ※妙見山頂

岩崎弥太郎は、井ノ口村一ノ宮の出身。江戸へ遊学する前日、

星神社の門扉に「吾れ、志を得ずんば、再びこの山に登らず」

と記した。井ノ口乙 3795？
星神社 高知県安芸市井ノ口字山田南野地

星神社 高知県安芸市古井４２０

星神社 高知県安芸市赤野字仙領域乙 1526
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城願寺 高知県安芸郡北川村

星神社 高知県安芸郡北川村菅ノ上字庵裏上

星神社 高知県安芸郡北川村加茂３７６

星神社観音堂(妙見菩薩像を祀る。) 高知県安芸郡北川村木積(こつも)287番イ地

昔は高法寺があり、元は三社の妙見(権現)と言われていた。「お

弓祭り」で知られ。

北川郷聡鎮守 高知県安芸郡北川村

妙見宮 高知県安芸郡北川村西谷字スケノ生地 397
星神社 高知県安芸郡北川村和田６０４－ロ

星神社 高知県安芸郡北川村菅ノ上字庵裏上

星神社 高知県安芸郡北川村安倉字宮ノ段 218番ノロ

星神社 高知県安芸郡北川村島字綿打後山１８０

※地主神社 高知県安芸郡北川村久江ノ上字妙見 268 元妙見社か？

星神社 高知県安芸郡奈半利町妙見西乙 2045
星神社 高知県安芸郡安田町安田２０３６

星神社 高知県安芸郡馬路村馬路 元星明神

熊野神社 高知県安芸郡馬路村馬路相名 古くは十三社妙見大権現と称した。

十三躰星神社 高知県安芸郡芸西村道家字マトバ 134

星神社 高知県宿毛市小深浦奥山西下６２６

妙見神社 高知県宿毛市山奈町山田

星神社 高知県高岡郡越智町今成１８０９ロ

星神社 高知県高岡郡津野町見ノ川３１７

星神社 高知県高岡郡津野町杉ノ川１１８２

※諏訪神社のお神楽 高知県高岡郡津野町芳生野

演目「宮入」「みそぎ」「幣舞」「手草」「天岩戸」「悪魔祓」「大

蛮」「二天」「猿田彦」「妙見」「恵比寿舞」「四天の舞」

星神社 高知県高岡郡日高村 妙見山頂

星神社 高知県高岡郡日高村下分３１９３

星神社 高知県高岡郡日高村名越屋４１０

星神社 786-0532 高知県高岡郡四万十町(元十和村)大井川 1672-2
星神社 高知県高岡郡四万十町(元十和村)十川９５２

※津野山神楽(国の重要無形民族文化財)の内 第十五節.妙見 10 月下旬から 11 月にかけて各集落の神社で不

定期に舞われています。

高知県高岡郡檮原町（ゆすはらちょう）

木積星神社 高知県土佐清水市(安芸郡北川村木積か？)

妙見大明社 高知県幡多郡十川村大野？ 見あたらない。

高岡郡四万十町(元十和村)十川か？

月山神社 高知県幡多郡大月町

真静寺 高知県 妙見菩薩木像

※長宗我部地検帳の神々によると妙見社は 50社(実際は 55社)を数える。

長宗我部地検帳 長宗我部元親が豊臣秀吉の命により、1587（天正 15）年から 1590（天正 18）年にか

けて行った土佐国総検地と、その後主として 1597（慶長 2）年に行った一部仕直し検

地、さらに山内氏が入国後土佐郡本川[ほんがわ]郷で 1611（慶長 16）年行った検地

の結果の集大成。



- 26 -

福岡県

妙見神社(足立山妙見宮御祖神社) 福岡県北九州市小倉北区妙見町 17-1
和気清麻呂ゆかりの神社 東に妙見山。山頂に上宮。

妙見山宝性院 802-0041 福岡県北九州市小倉北区妙見町 10-15 卍教団

妙見院 福岡県北九州市小倉北区足立 2-4-31 光明念佛身語聖宗

御祖（みおや）神社(妙現神社) 福岡県北九州市小倉南区朽網３０４８ 旧妙見社

妙見社 福岡県北九州市小倉南区大字合馬

妙見様 福岡県北九州市小倉南区道原頂吉

妙見院 福岡県北九州市八幡西区

妙見神社 福岡県北九州市八幡西区東浜町 黒崎窯業の敷地内

妙見神社（御崎神社） 福岡県北九州市八幡西区東浜町１４

妙見神社 福岡県北九州市若松区大字小竹 はだかまつりがある。

御崎神社（みさき） 福岡県北九州市若松区岩屋海岸 遠見ヶ鼻岬

妙見神社 福岡県北九州市若松区響町３丁目

五十猛神社(妙見神社) 福岡県福岡市西区金武字妙見崎 1183
音次郎稲荷神社妙見大神祠 福岡県福岡市西区愛宕２－６－１２

白木神社 福岡県福岡市西区大字西浦 1992 妙見山下 祭神 五十猛尊

妙見神社(青龍神社) 福岡県福岡市西区小戸２丁目(小戸公園内) 近くに妙見岬あり。

妙見神社 福岡県福岡市西区金武 白木神社？

妙見山徳栄寺 814-0171 福岡県福岡市早良区野芥２ −２ 日

鳥飼八幡宮境内末社・鹽竈北辰神社(合祀) 福岡県福岡市中央区今川２丁目１番１７号

福岡縣護國神社 810-0044 福岡県福岡市中央区六本松１-１-１ 元妙見馬出招魂社

東長寺六角堂 福岡市博多区御供所町２－４ 真言宗九州教団

1840 年代に豪商 豊後屋栄蔵が名古屋の伊藤平左衛門(宮大

工)に造らせた六角の６体の仏像の内・北辰霊符神

千代森神社摂社北辰宮 福岡県福岡市博多区千代１ー３１ー３０ 妙見交差点そば

宝照院 812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町 8-23 北辰さん 天

妙見祠 福岡県太宰府市大字内山字本谷 本谷池近く

宝満山本谷礎石群(妙見祠礎石群)発掘のためか移動。

台照院妙見堂 福岡県柳川市西魚屋町 53-1 法華

須賀神社 福岡県糸島郡志摩町大字野北小字妙見 2219
妙見白鬚稲荷大明神社 福岡県春日市春日原南町 1丁目 35番
妙見菩薩 福岡県大牟田市

中町バス停近くに祀る。(三池初市の神様・妙見さん)

妙見神社 福岡県大牟田市岩本１５３５

宗像大社妙見神社 福岡県宗像市田島 2331
妙見神社 福岡県宗像市王丸字尾中５３３

妙見神社 福岡県宗像市神湊

妙見山増福院 福岡県宗像市山田７００ 曹

北斗宮 福岡県嘉麻市(元嘉穂郡嘉穂町)大隈字宮山 988
筑前の国一宮と石碑が建っている。？

日若神社（妙見宮） 福岡県嘉麻市(元嘉穂郡庄内町)多田 158
多賀神社(元妙見宮) 福岡県嘉麻市(元嘉穂郡庄内町)大字綱分字安丸

旧妙見大明神 天平 8(736)年創建

天津御祖神社 福岡県うきは市浮羽町浮羽４０８

高御魂神社（妙見宮） 福岡県うきは市吉井町 (横町)



- 27 -

本仏寺妙見堂 839-1411 福岡県うきは市流川１２９２ 日

多賀神社(元妙見宮) 822-0016 福岡県直方市大字直方７０１

妙見山東蓮寺 822-0034 福岡県直方市上山部 631 本尊不動明王 高野

霊府神社 福岡県直方市上境字諏訪山 664
長遠寺 822-0025 福岡県直方市日吉町４－ 30 日

鞍手町室木椿谷に室木別院に妙見北辰天。

妙見山東蓮寺 福岡県直方市上山部６３１ 高野山

葛城神社妙見宮 福岡県築上郡築上町（元推田町）大字奈古（字向屋敷）111
天正１９年（１５９１年）創建。

妙見神社 福岡県久留米市御井町 ※高良神社北側

赤星神社(元妙見社) 福岡県久留米市高良内町坂口 759 鳥居の額は妙見宮とある。

妙見神社 福岡県久留米市山川町

※別 水天宮 福岡県久留米市瀬下町 265 天御中主を合祀

廃仏毀釈後に水天を天御中主神にかえられた。

妙見神社 福岡県みやま市(元三池郡高田町)高田町竹飯字南妙見 936
明見神社(妙見神社) 福岡県みやま市(元三池郡高田町)高田町下楠田４５７

妙見神社 福岡県みやま市(元山門郡山川町)山川町南妙見 南妙見？

尊寿寺妙見堂 福岡県みやま市(元山門郡瀬高町)瀬高町下庄新町

日蓮宗本国寺派

天御中主神社 福岡県八女市(八女市（元八女郡）上陽町)上陽町下横山５１６

妙見神社 福岡県八女市矢部村矢部 4247
妙見神社 福岡県八女市矢部村北矢部石岡 祭神は破軍星

摩利子天神社 福岡県八女市矢部村北矢部蕨原 祭神は破軍星

摩利子天神社 福岡県八女市矢部村北矢部蔵当 祭神は破軍星

妙泉山本興寺内 福岡県八女市矢部村大字矢部中村 日

天御中主神社 福岡県八女市矢部村山口

妙見社 福岡県八女市(元八女郡立花町)白木

亀蛇の上に座した八大竜樹妙見菩薩が祀られており、後背には北斗七星が刻まれている．

三宮妙見社 福岡県八代郡氷川町(元宮原町) 平家落人伝承を有する。

福岡県八代郡野津手永道後郷宮原村 元八代郡宮原町宮原村

葛城神社妙見宮 福岡県築上郡築上町(元椎田町)奈古字向屋敷

妙見神社 福岡県筑紫郡那珂川町後野字妙見地内 ※妙見滝あり

御中主神社 福岡県筑紫郡那珂川町片縄東１丁目

妙見宮日若神社 福岡県飯塚市庄内町多田２６－１

妙見様 福岡県飯塚市(元筑穂町) 組で祀る。

桂郷神社（桂郷妙見宮） 福岡県飯塚市建花寺字堂園（元鎮西村）

妙見社 福岡県飯塚市中

妙見神社 福岡県行橋市入覚

大祖神社 福岡県行橋市西谷字馬ヶ嶽

大祖大神社（妙見宮） 福岡県行橋市大字元永字元永山１２９９ 天暦六年(952)草創

須佐神社 福岡県行橋市大字元永字元永山１２９９

一神社にみえるが、大祖大神社と須佐神社と二社が並立する。

妙見大祖大神社 福岡県京都郡苅田町新津字妙見山 1
熊野神社（故宮）若一王子宮･北辰妙見宮石碑 福岡県古賀市筵内 安政四丁巳（1857年）

妙見神社 福岡県山鹿市鹿北町
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北斗神社 福岡県田川市弓削田

霊泉寺点内護法神(妙見菩薩) 824-0602 福岡県田川郡添田町添田１２９９ 本願寺派

山を守護する神。平安時代には、英彦山権現の神領内 48ヶ所に祭られていた。大行事社(だいぎょうじ)

と言い、山内七ヶ所の入り口に祭られていた。神名は高木の神

妙見神社 福岡県遠賀郡芦屋町芦屋 1482
大原神社（妙見宮） 福岡県遠賀郡岡垣町波津

以前は山妙見と浜妙見があった。現在は浜妙見に両社を合祀

妙見社 福岡県鞍手郡鞍手町長谷

日少神社（北斗宮） 福岡県宮若市(元鞍手郡若宮町)大字黒丸

妙見白鬚稲荷社 福岡県春日市春日原南町 1丁目 35番
本証寺・妙見堂 838-0001 福岡県朝倉市秋月（元甘木市下秋月）２０５ 日

白木宮 福岡県朝倉市(元甘木市)大字上秋月

宝珠山妙見寺 福岡県朝倉郡東峰村(元宝珠山村)

川内妙見神社 福岡県豊前市川内 大祖神社か？

台照院妙見堂 832-0015 福岡県柳川市西魚屋町５３－１ 法華

亀山神社 福岡県福津市駅東 2丁目 1-3（旧福間町字四角） 妙見様

※別 織姫神社、牽牛神社 811-3701 福岡県宗像市大島

両社を併せて星の宮と呼ばれている。妙見様とは関係ない。

大分県

妙見寺 879-7501 大分県大分市竹中 4901 日

妙見寺 大分県大分市下冬田

妙見菩薩像 ※塚野鉱泉の鉱泉口 大分県大分市廻栖野(めぐすの)

豊原神社 大分県大分市田岡３丁目 妙見社･天神社･住吉社･貴船社を合祀

白鳥社境内社 多賀社･妙見社 大分県大分市千歳 965

妙見神社（みむすび神社） 大分県由布市挾間町北方 皇産霊神社？

妙見山蓮乗寺 大分県由布市庄内町西長宝 845-1
日出妙見寺(願成就寺) 879-1502 大分県速見郡日出町藤原字赤松

※国東六郷満山霊場結願寺 赤松妙見 天

北峯神社(妙見社) 大分県速見郡日出町仁王

北斗山大秀院 879-7143 大分県豊後大野市三重町久田６４１

妙見社 大分県豊後大野市千歳町前田 祭神猿田彦命

妙見社 大分県豊後大野市千歳町前田

杵築神社 大分県豊後大野市大野町川北 妙見湧水

妙見山浄泉寺 大分県国東市安岐町下山口１１５９ 妙見山東山麓 浄土

彦靈社(妙見山山頂の妙見社) 大分県国東市安岐町

妙見神社 大分県国東市安岐町下山口 上か？

御祖社 大分県国東市安岐町富清字山王２４８

御祖社 大分県国東市安岐町大字緑６４１

御祖社 大分県国東市安岐町富清字長野４６８

御祖社 大分県国東市国東町富来浦下町

御祖社 大分県国東市国東町重藤権現８３５

妙見八幡 大分県国東市国東町下成仏

※成仏寺 873-0535 大分県国東市国東町成仏 1140 天

開山時(養老二年 718)は、妙見山浄土院と称していた。

妙見尊石仏 大分県豊後高田市(元西国東郡真玉町)常磐上
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妙見尊石仏 大分県豊後高田市(元西国東郡真玉町)臼野

妙見社 大分県豊後高田市(元西国東郡真玉町)臼野時安

妙見社環状列石がある。

応暦寺・妙見菩薩像 大分県豊後高田市大岩屋 本堂に祀る 天

磨崖仏・本堂裏山の岩壁には『堂の迫磨崖仏』（どうのさこまがいぶつ）と呼ばれる 半肉彫りの六観音や

六地蔵、妙見菩薩像等の諸仏が刻まれている。

妙見社 大分県豊後高田市臼野

妙見石像(亀趺) 大分県豊後高田市

皇産霊社(妙見)跡 大分県豊後高田市松行 あるいは、新城 石の仁王像がある。

宇佐神宮摂社・北斗神社 大分県宇佐市南宇佐 2859
宇佐神宮は全国に 4万社あまりある八幡様の総本宮。

小山田神社境内社・天祖神社 大分県宇佐市大字北宇佐 宇佐八幡宮境外摂社

祭神 天御中主命、寛永九年八月大字下矢部字妙見へ勧請とあ

るので妙見社だったと思われる。

妙見社(香下妙見宮) 大分県宇佐市(旧宇佐郡)院内香

妙見山頂は妙見城遺跡。中腹。養老 3(719)年創建。

北辰社 大分県宇佐市長洲中町 妙見池近隣公園のほとり

御祖神社 大分県中津市本耶馬溪町落合９１４ （明見宮）

御祖神社 大分県中津市本耶馬溪町落合字葉山 上か？

妙見堂 大分県中津市本耶馬渓町曽木 2087
平安時代の一木造りの像。鎌倉時代の像とは、大きく異なる。

御祖社 大分県中津市本耶馬渓町跡田 543
御祖社 大分県中津市本耶馬渓町金吉１６６５

火防堂 大分県中津市 金谷村に祀った

雲八幡宮 0979-56-2309 大分県中津市耶馬溪町大字宮園３６３ 相殿に坐す

妙見堂木造妙見菩薩坐像 大分県中津市大新田

夜明観音 大分県日田市北友田三丁目 妙見菩薩石像・水天亀踏石像

星隈神社 大分県日田市南反田

明見社(妙見社) 大分県日田市高瀬本町 樽見地区

宝八幡神社奥の院・妙見宮(玉井神社） 大分県玖珠郡九重町松木１３７１

断崖絶壁の間道を 2時間ほどかけて登る。

万年山妙見社 大分県玖珠郡 九大本線豊後森駅より入山
は ね や ま

末廣神社(三島神社) 879-4404 大分県玖珠郡玖珠町森８６４ 永禄 9(1566)年創建

三島宮に明治５年に妙見宮を合祀。翌年改称。

成覚寺 879-4404 大分県玖珠郡玖珠町森９４１ 日

妙見神社 大分県玖珠郡玖珠町大隈 万年山温泉の近く
は ね や ま

下園の妙見様 大分県玖珠郡玖珠町山浦

大分県で唯一下園の妙見様湧水が環境省の平成の名水百選に

選ばれた。

星宮神社 大分県佐伯市鶴望３８４８

海福寺（星宮神社） 876-0012 大分県佐伯市鶴望宮の下 2425
星宮神社(妙見神社) 大分県佐伯市大字鶴望 2421 近くに妙見鼻 ↑か？

御祖社 大分県佐伯市竹谷１３４７

不動院妙見寺 878-0011 大分県竹田市会々２３５６ 天

碧雲寺妙見石像 878-0011 大分県竹田市会々２０２９ 本堂前・亀趺 臨 妙心寺

妙見神社 大分県竹田市久住町老野 社殿の真下から老野湧水

御祖社 大分県竹田市上坂田１６１７
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妙見社 大分県竹田市久住町大字栢木

妙見菩薩(星産霊神社か？) 大分県臼杵市佐志生

皇産霊神社(旧妙見宮) 大分県臼杵市 臼杵市尾本？にあった。尾本は小字？

妙顕寺 875-0043 大分県臼杵市二王座上塩田１８ 法華宗本門流

妙見堂 大分県臼杵市 臼杵石仏の近くらしい。

妙見社 大分県臼杵市大字中津浦

妙見堂 大分県杵築市宮司守末

※妙見菩薩との関連が確認できない御祖神社

御台神社 大分県中津市耶馬溪町大字戸原 1253番
大歳御祖神社 大分県中津市山国町守実 13番
御祖社 大分県中津市耶馬溪町大字深耶馬 82番
御祖社 大分県国東市安岐町糸永 641番
御祖社 大分県国東市安岐町富清 464番
御祖社 大分県国東市国東町重藤 1835番
御祖社 大分県国東市国東町富来浦 1511番
御祖社 大分県佐伯市大字片神浦 1347番
御祖神社 大分県宇佐市大字麻生 1997番ノ 1
牛水御祖神社 熊本県荒尾市牛水 288番
天津御祖神社 福岡県うきは市浮羽町浮羽 408番

長崎県

西山神社(妙見宮) 850-0005 長崎県長崎市西山本町８－１８

妙見宮 長崎県長崎市脇岬

淵神社 長崎県長崎市淵町８ 妙見社と呼んでいた。

神宮寺支院の遺址で、かつて背後の宝珠山頂に虚空蔵菩薩と玄武神(妙見)を祀っていた。

妙見神社 長崎県長崎市脇岬町つて

妙見神社 長崎県佐世保市宇久町平郷山本(宇久島)

須佐神社（穴妙見） 長崎県佐世保市高梨町１ノ６ 自然の洞窟が神社 平戸八景の内

妙見堂 長崎県佐世保市俵町

妙見神社 長崎県雲仙市小浜町 (雲仙妙見山) ↓のようだ。

温泉神社摂社妙見神社 長崎県雲仙市小浜町 319
日誠寺 長崎県雲仙市南串山町甲 1353 明治 12年（1879）創立 日

妙見神社 長崎県雲仙市南串山町乙妙見

国津意加美神社 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触１３３

元は妙見宮と称していたが、延宝四年(1676)6月の式内社査定において国津意加美神社に比定された。

覩上神社 長崎県壱岐市芦辺町湯岳本村触 妙見宮と呼ばれている。
と か み

鉾崎妙見神社 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触

本経寺 856-0822 長崎県大村市古町 1-64 日

妙宣寺石祠 長崎県大村市福重町 (裏庭)

山口家 長崎県大村市弥勒寺

妙見神社 長崎県天草郡苓北町萱の木

妙見菩薩(自然石) 長崎県天草本町梶山

五社神社 長崎県五島市(五島市)上崎山 元妙見社･火ノ嶽祭

大津妙見社 長崎県五島市福江町(福江島･大津) 701年の創建
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妙見様 長崎県松浦市星鹿町青島

妙見神社 長崎県北松浦市宇久町平郷山本

六社神社妙見宮 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹 小値賀島
お ぢ か

妙見宮 長崎県北松浦郡小値賀 宇々島

三柱神社 857-0341 長崎県北松浦郡佐々町羽須和免４０４ 妙見神社(口石)を合祀

肉弾三勇士の像とレリーフがある。

曽根崎神社 長崎県対馬市上対馬町唐舟志字在所 381 元は妙剣神社

妙見神社 長崎県対馬市豊玉町

元嶋神社 長崎県対馬市豊玉町唐洲字妙見６４７ 鎮宅霊符北辰妙見

妙見崎にあり、妙見社と称していた古社。

護国寺 855-0852 長崎県島原市寺町６２３９ 日

光伝寺 855-0852 長崎県島原市寺町５９５８ 護国寺とは隣同士 日

妙見神社 長崎県島原市有明町湯江乙

妙見神社 長崎県島原市有明町湯江丙

妙見菩薩石仏立像 長崎県 島原半島 童子形が二体

目嶋神社(女島神社) 長崎県諫早市小長井町小川原浦名 神社は妙見菩薩石祠

妙法寺 859-3806 長崎県東彼杵郡東彼杵町三根郷１５６９ 番神山 日

正妙寺妙見堂 長崎県南島原市 口之津町甲

佐賀県

妙見神社 佐賀県佐賀市大和町福島 春日地区 福島バス停そば

妙見神社 佐賀県佐賀市大和町久池井３００

世界最上教妙法寺 佐賀県佐賀市大和町川上峽 976
妙見社 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄９５０

本庄神社 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄１１５６ 本庄妙見山淀姫大明神

妙見堂 佐賀県佐賀市(元神崎郡三瀬村)三瀬 2208(土師地区)

妙見宮 佐賀県佐賀市富士町大字古場

妙見山観音寺 佐賀県唐津市妙見町 近くに妙見神社

妙見神社 847-0874 佐賀県唐津市藤崎通 7022 延暦 23(804)年創建

妙見大菩薩 佐賀県唐津市(元東松浦郡)厳木町天川 草場達治さん宅

妙見宮 佐賀県唐津市(元東松浦郡七山村)荒川

妙見菩薩(草場家蔵) 佐賀県唐津市(元東松浦郡)厳木町中村

光勝寺妙見堂 845-0004 佐賀県小城市小城町松尾 4421 肥前千葉氏 日

晴気妙見社 佐賀県小城市小城町晴気１９６８ 肥前千葉氏

妙台山見明寺 845-0014 佐賀県小城市小城町晴気１９６６ 天

晴気妙見社の元別当 妙見堂には僧形の妙見神が祀られている。

北浦妙見社 佐賀県小城市小城町 肥前千葉氏

妙見神社 佐賀県小城市小城町大字畑田３４５０－８

妙見神社 佐賀県小城市三日月町樋口１６９８

妙見社 佐賀県小城市三日月町堀江

本経寺 佐賀県大村市玖島 2-224-2
浄徳寺妙見宮 佐賀県神崎市(元神崎郡神崎町)猪笹 1346 浄

妙見神社 佐賀県神崎郡吉野ケ里町(元神崎郡東背振村)三津２３４８

三嶽神社 佐賀県鹿島市大字三河内丙 1 星神ほか合祀

妙見神社 佐賀県多久市多久町石州分

妙見神社 佐賀県多久市東多久町別府



- 32 -

妙見社 佐賀県多久市多久町

妙顕寺 848-0027 佐賀県伊万里市立花町３４７１ 日

妙見神社 佐賀県嬉野市吉田

羽根木神社 佐賀県武雄市東川登町永野字今藤里 祭神･橘諸兄

明治四十年(1907)浦松の妙見社などを合祀。

宮崎県

妙見神社 宮崎県延岡市土々呂区妙見町

愛宕山 宮崎県延岡市愛宕山 頂上の西部を妙見菩薩在座の妙見と称した。

長井神社 宮崎県延岡市(元東臼杵郡北川町)長井５５１２ （妙見さん）

比叡妙見神社 宮崎県延岡市北方町(元北方町) 未地区

妙見神社 宮崎県延岡市鹿狩瀬町

真中神社 宮崎県東臼杵郡門川町 小松地区 （妙見さん）

妙見神社 宮崎県西臼杵郡五ケ瀬町大字鞍岡

一ノ水神社(四拾九躰妙見) 宮崎県西臼杵郡日之影町一ノ水

玉垂の瀧(元栃川妙見) 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井(御塩井地区)

妙見神社 宮崎県西臼杵郡高千穂町向山秋元 妙見の滝

※高千穂では水神を妙見と呼び、妙見社は水神を祀るものだという考え方が一般的だそうです。

URL: http://blogs.yahoo.co.jp/ruriironohahasama/2823053.html
妙見神社 宮崎県えびの市大字原田 1303(あるいは 1582)
えびの教会(昌妙寺） 宮崎県えびの市昌明寺２３９ 大正 9年設立

三石神社 宮城県児湯郡木城町石河内１４２５ 瀧の妙見

明見神社(妙見神社) 宮崎県東諸県郡綾町大字入野４１３８ ミケン様

明見神社(妙見神社) 宮崎県東諸県郡綾町大字北俣 ミケン様

衾田八幡宮境内末社・明見神社(祠) 宮崎県東諸県郡国富町三名

鹿野田神社 宮崎県西都市鹿野田 2020 潮妙見大明神と呼ばれていた。

芳野神社（川上の妙見様） 宮崎県西都市大字三納 9442
妙見神社 宮崎県西都市 元山地区

今泉神社(元妙現社) 宮崎県宮崎郡清武町大字今泉丙 1525
真中神杜 宮崎県東臼杵郡門川町 妙見様

浜妙見社 宮崎県小林市真方 存在するか不明。

※高千穂郷八十八社 昭和十四巳卯年四月中旬第七日 藤寺非寶編にある妙見・妙現

神代川妙見 興梠村

櫻川妙現 御しおい

四拾九躰妙現(一ノ水神社) 一ノ水

熊本県

八代妙見宮 866-0802 熊本県八代市妙見町405（町内に懐良親王御陵あり）387
上(横獄山)・中(御室獄山)・下社がある。八代市は八代妙見の門前町として起こる。

みょうけんのやしろ→やつしろとなった。亀蛇の山車が有名。

末社霊符神社には亀蛇に駕シタ妙見菩薩が本尊。

神仏分離前までは真言･天台の寺院、妙見宮十五坊があった。

霊符神社 熊本県八代市妙見町 八代神社の関係か。

医王寺 866-0855 熊本県八代市袋町５－３４ 高野

八代妙見神宮寺の普門院の妙見菩薩像などを祀った。

真植柳妙見宮 866-0085 熊本県八代市植柳元町 5555
妙見神社 熊本県八代市通町６
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公民館(階下区釈迦堂公民館か？) 熊本県八代市西宮町 釈迦堂の本尊妙見阿弥陀如来(亀蛇の上に座す)

竹原神社 熊本県八代市竹原町２２２３ (元竹原妙見宮)

白木妙見 熊本県八代市

妙見社 熊本県八代市泉町柿迫 今はないかもしれない。

松崎神社 熊本県八代市松崎町

白石神社 熊本八代市・八代球磨川河口

※八代妙見五社

・竹原神社（旧称・竹原妙見宮）

・宮地村白木社

・宮原村三宮妙見

・植柳妙見（旧称・妙見宮）

・松崎村妙見

宮原三神宮 熊本県八代郡氷川町宮原(下宮)４９１ (元･宮原妙見社)

天照皇大神（伊勢神宮内宮）、国常立尊（近江日吉宮）、神武天皇（山城下加茂神社）を祀る。

太郎迫神社 熊本県熊本市立福寺町 603 永正 16年創立 女性神 水神

本山神社(妙見社) 熊本県熊本市 本山町か？

妙見神(木像の男女神) 熊本県熊本市沼山津

長嶺南妙見社 熊本県熊本市長嶺南

亀井妙見神社 熊本県熊本市清水亀井町 亀井妙見池

妙見神社 熊本県熊本市健軍 5丁目 4番地

妙見(三つのとがった自然石) 熊本県熊本市戸島町北向下 水源

大江神社 熊本県熊本市大江３丁目？ 熊本で一番古い社殿

妙見 熊本県熊本市本山 (雨の神)

妙見 熊本県熊本市沼山津 (火の神)

太郎迫神社妙見祠 熊本県熊本市北部町太郎迫 女性神であり水神

妙見 熊本県熊本市小川町？

天ヶ谷？(三個の石)と寺村？(沼近くの祠･水神)の二カ所

金剛寺 熊本県熊本市新屋敷１丁目２２ −１２ 高野

妙見神社 熊本県玉名市向津留

妙見神社 熊本県玉名市下

津留神社（梅林天満宮？） 熊本県玉名市津留 亀蛇に乗った妙見菩薩

天之御中主神社 熊本県玉名市天水町小天３９７７ 元妙見宮

妙見祠 熊本県玉名市南坂門田 水神

円台寺妙見祠 熊本県玉名市南坂門田 川べり

三霊宮 熊本県玉名郡南関町相ノ谷地区 八代神社の妙見を分社

妙見 熊本県玉名郡和水町焼米

八個の石が神体 遊水池の水は、安産の水。

妙見 熊本県玉名郡和水町岩原 今はない。

妙見 熊本県玉名郡和水町日平 大きな岩にしめ縄 水神

妙見 熊本県玉名郡玉東町原倉

上鶴神社(妙見さん) 熊本県菊池市七城町辺田上霍（かみづる）

台神社(妙見さん) 熊本県菊池市七城町水島(水次 or台？)

山崎菅原神社 熊本県菊池市七城町山崎 天満宮･山崎靈社･妙見宮を合祀。

森北豊田神社 熊本県菊池市森北(甲森)

森北粟尾神社 熊本県菊池市森北(乙森) 俗称妙見宮

妙見観音堂 熊本県菊池市森北森北

瀬田妙見神社 熊本県菊池郡大津町瀬田 八代妙見神社を勧請 女性神
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地水神塔 熊本県菊池郡大津町仮宿区

正面に「罔象女命（水の神）妙見大菩薩（北極星）埴土安命（土の神）」

水の山湧水からの用水路の上。文政２年(1819)の建立。水路の守り神。

大年神社 熊本県菊池郡大津町上猿渡 妙見神社に年の神を合祀。

瀬田神社 熊本県菊池郡大津町瀬戸 合祀 女性神 八代神社より勧請

妙見神社(祠) 熊本県菊池郡菊陽町戸次屋敷廻１６５ 妙見さんのムクの木

？神社(妙見のケヤキ) 熊本県上益城郡山都町(元矢部町)字浜町

有安妙見堂 熊本県上益城郡甲佐町有安

妙見祠 熊本県上益城郡甲佐町西寒野 川の畔。木製の男女像。

妙見祠 熊本県上益城郡御船町早川

北早川に祀られ水源に祠がある。八代妙見の姉としている。

妙見(椋の大木) 熊本県上益城郡嘉島町井寺 川べりのムクの大木

アラガミ(アラ伽耶の神)

妙見神社 熊本県上益城郡益城町福富

１４世紀頃福富地区近隣を統治していた旧家の菩提寺。

妙見 熊本県上益城郡益城町福永･安見･杉堂･平田 いずれも水神

妙見神社(妙見の大ケヤキ) 熊本県上益城郡山都町

幣立神社 熊本県上益城郡山都町大野

主祭神は神漏岐命･神漏美命・大宇宙大和神・大御中主大神・

天照大御神。東御手洗・東水神宮は八大龍王と妙見が祀る池。

妙見祠 熊本県下益城郡城南町吉野

妙見 熊本県宇城市小川町(元下益城郡) ２ヶ所ある。(水神)

妙見 熊本県宇城市小川町北小野 水源が妙見

妙見祠 熊本県宇城市小川町南部田 湧水点にある。

妙見 熊本県宇城市小川町中小田

馬食谷(水源) 前田(ため池) 榎原(ため池)

妙見神社 熊本県宇城市不知火町浦上 女性神

※別 浄水寺跡の四古碑 熊本県宇城市(元上益城郡豊野村)下郷

延暦９(790)年の石碑に｢東仏像經塔并妙見之院｣とある。

※別 小川阿蘇神社の獅子舞･亀蛇舞･奴舞 熊本県宇城市小川町(元益城郡)小川(寺町)

亀蛇舞は妙見神の眷族の、蛇を頭に体を亀につくる。

霜宮神社（霜神社） 熊本県阿蘇市役犬原 祭神は天津神･天の七星･霜神･鬼八天

妙見祠 熊本県阿蘇市(元阿蘇郡阿蘇町)藏原

川の畔に男女像(開運妙見大菩薩)を祀る。

冠神社 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場 2364 大年神、星神合祀

妙見(二ヶ所) 熊本県阿蘇郡西原村小森 湧水 他は田の水口

袴野神社 熊本県阿蘇郡西原村小森 湧水がある。

妙見神社 熊本県阿蘇郡西原村

妙見神社は袴野、名ヶ迫、医王寺、滝にある。(小字か？)

他に塩井神社、龍王社、揺ヶ池など

洗川妙見社 熊本県阿蘇郡高森町大字上色見 洗川水源(名水)
そそがわ

妙見神社 熊本県阿蘇郡一ﾉ宮町大字宮地１９１３

妙見神社 熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石二子石 （旧久木野村）湧水の池がある

妙見神社 869-1411 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰１４５－３

白水吉見神社 熊本県阿蘇郡南阿蘇村白川 社殿の前の水源を妙見としている。

浜宮神社（妙見社） 熊本県球磨郡相良村柳瀬

妙見さん(祠) 熊本県球磨郡湯前町浜川
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妙見 熊本県球磨郡梶原 湧水点

妙見 熊本県球磨郡清楽 湧水点

※球磨郡の妙見も無数にあり、ほとんどが湧水点に祀られ、水神とされているが、作神･病神･厄災除き･雨の

神･火の神･荒れ神･安産の神･戦の神と伝承されている。 ｢星の信仰･妙見･虚空蔵｣佐野賢治編より

※球磨の国(熊本県)の妙見様には、ほとんど星信仰の影はなく、進んだ稲作技術、特に鉄の工具等を使った、

より完全な潅漑治水による発達した農耕の様子がうかがえるようです。

妙見石厨 熊本県荒尾市万田字妙見 大永四(1524)天甲申三月吉日

浮彫妙見三尊石

妙見神社（水天宮） 熊本県山鹿市鹿北町芋生

康平寺妙見宮 熊本県山鹿市鹿央町霜野 1870-2 妙見宮は現在あるか不明 天

山岳密教寺院だった。数多くの仏様が祀られている。

妙見神社 熊本県宇土市

妙見社（白鹿神社） 熊本県宇土市網引町

熊野宮境内妙見(自然石) 熊本県鹿本郡植木町内村

妙見祠 熊本県鹿本郡植木町円台寺 神体は三個の自然石

妙見神社 熊本県鹿本郡植木町植木町

妙見宮 熊本県天草市本渡町本戸馬場 公民館か？

妙見さま 熊本県天草市本町本字梶山（杉本・窪地） ご神体は自然石

※かつて熊本では少し干魃が続くと、あちこちの妙見さん水神さんで雨乞いの祈祷風景がみうけられた。

熊本は妙見様は水神としての信仰が知られている。

鹿児島県

妙見神社(天御中主神社) 890-0074 鹿児島県鹿児島市宇宿町 915
島津家の守護神:忠久が薩摩鎌倉から妙見菩薩を背負ってきた。

あるいは、那智山の妙見廟から分祀したと伝えられる。

天御中主神社 鹿児島県薩摩川内市中村町７３３０

御中主神社 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕４７５９ 妙見宮

天御中主神社(妙見神社) 鹿児島県薩摩川内市入来町副田２０７

妙見神社 鹿児島県薩摩川内市祁答院町下手

一條神社 鹿児島県薩摩川内市陽成町 7055番 2 一條妙見

妙見神社(御中主神社) 鹿児島県枕崎市東鹿篭 13697
妙見神社 鹿児島県枕崎市寿町 妙見の杜妙見神社

天御中主神社 鹿児島県枕崎市寿町２５９ 上か？

天御中主神社(北辰神社) 鹿児島県霧島市国分清水１２０９ 弟子丸公園

稲荷神社(妙見神社) 鹿児島県霧島市(元国分市)外姫城 比売乃城

天狗岩の下。天之御中主神社と合祀。 （おみょうけんさあ～）

妙見神社 鹿児島県霧島市(元国分市)牧神(永水か？)

牧神神社（まっがんじんじゃ）と呼ばれてる。

妙見神社 鹿児島県霧島市(元国分市のはずれ)

医師（薬師）神社 鹿児島県霧島市(元国分市)敷根門倉 くすしじんじゃ

祭神 神少彦命 薬師観音 妙見 保食 若宮 堅富

明治の神仏分離令により祭神の「薬師観音」を医薬を司る

「神少彦命」に また、「薬師」を「医師」に変更した。
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牧天之御中主神社：姫城阿多石=妙見神 鹿児島県霧島市(元姶良郡隼人町)姫城と元国分市姫城にまたがる。

比売乃城

稲荷神社(妙見稲荷大明神) 鹿児島県霧島市隼人町

昔の合祀から「貴船神」「妙見神」「稲荷神」の三つの扁額がかけてある。

岩屋の御神体は妙見神、妙現宮の碑文がある。

菅原神社 鹿児島県霧島市隼人町松永武安 妙見神社を合祀

菅原神社 鹿児島県霧島市隼人町園田 妙見神社を合祀

神妙見神社 鹿児島県霧島市(元霧島町)永水 牧神神社(まっがんじんじゃ)

伊邪那岐神社 鹿児島県霧島市牧園町下中津川 427 旧妙見神社

境内社にも妙見神社

醫師神社合祀･天御中主神社 鹿児島県霧島市国分敷根門倉
く す し

天御中主神社 鹿児島県霧島市(元国分市)弟市丸１２０９

元、「門倉薬師」別名：薬師様（やくっさー）とも呼ばれる。

菅原神社 鹿児島県霧島市隼人町松永森

明治初期に武安・湯田(園田？)・山田の妙見神社を合祀

天御中主神社 鹿児島県南九州市(元川辺郡)川辺町古殿２４１７

飯倉神社内妙見社(淡路大明神) 鹿児島県南九州市(元川辺郡)川辺町

天御中主神社 鹿児島県姶良郡姶良町脇元１５１

天御中主神社(妙見大菩薩社) 鹿児島県南さつま市(元加世田市)加世田津貫六本木坂の 12072
妙見神社(明見？) 鹿児島県肝属郡錦江町神川３３５０

明見神社 鹿児島県肝属郡錦江町(元大根占町)神川３３５０

妙見神社 鹿児島県出水郡長島町 幣串地区 前島

妙見神社 鹿児島県阿久根市波留

妙見神社 鹿児島県日置市吹上町中之里 吹上町宮坂自治会

天御中主神社 鹿児島県川辺郡古殿２４１７

※九州に大きな寺が少ないのは、廃仏毀釈のせいだと言われている。

鹿児島県の廃仏毀釈は、特にひどかったようだ。

※西之表では北極星の和名をミョウケンサマと言う。

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付 摩多羅神

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(妙見様の基本資料)

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


