
京都府

神社名 鎮座地 問い合わせ ＨＰ

綾戸國中神社 京都市南区久世上久世町446 075-921-3327 http://www.ayatokunaka.com/

大将軍八神社 京都市上京区一条通御前西入西町48 075-461-0694 http://www.daishogun.or.jp/

今宮神社 京都市北区紫野今宮町21 075-491-0082 http://www.imamiyajinja.org/

元祇園　梛神社 京都市中京区壬生梛ノ宮町18―2 075-841-4069 https://motogion-nagijinja.or.jp

粟田神社 京都市東山区粟田口鍛冶町1 http://awatajinja.jp/

地主神社 京都市東山区清水１丁目317 https://www.jishujinja.or.jp/

新熊野神社 京都市東山区今熊野椥ノ森町42 075-561-4892 http://imakumanojinja.or.jp/

鷺森神社 京都市左京区修学院宮ノ脇町16 075-781-6391

八大神社 京都市左京区一乗寺松原町1 075-781-9076 http://www.hatidai-jinja.com/

須賀神社 京都市左京区聖護院円頓美町1 075-771-1178

岡崎神社 京都市左京区岡崎東天王町51 http://okazakijinja.jp/

朱智神社 京都府京田辺市天王縄手19 0774-65-0315

石田神社 京都府京田辺市田辺棚倉15

藤森神社 京都市伏見区深草鳥居崎町609 075-641-1045
http://www.fujinomorijinjya.or.jp
/

御香宮神社 京都市伏見区御香宮門前町174 075-611-0559
http://www.gokounomiya.kyoto.j
p/

田中神社 京都市伏見区横大路天王後51 075-611-5613

新殿神社 京都府相楽郡精華町山田樋の口 0774-72-1853 京都府神社庁

東畑神社 京都府相楽郡精華町東畑荒内33

佐須賀神社 京都府福知山市私市西ヶ端49-63 0773-32-0372

大原神社 京都府福知山市三和町大原191―1 0773-58-4324 https://oobarajinja.com/

生身天満宮 京都府南丹市園部町美園町1―67 0771-62-0535 http://www.ikimi.jp/

尾長野八坂神社 京都府船井郡京丹波町口八田澤118 0771-82-0506

唐鞍神社
京都府船井郡京丹波町上大久保宮ノ馬場
22

0771-87-0030　　
　（梅田春日神

社）
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神社名 鎮座地 問い合わせ ＨＰ
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富島神社 大阪市北区中津2―5―10 06-6372-2574 大阪府神社庁

豊崎神社 大阪市北区豊崎6―6―4 06-6371-5264
http://www.kp-
fc.com/shrine/toyosaki/

素盞烏尊神社 大阪市北区大淀南3―3―25 06-6451-5810 http://www.yasakasan.com/

神津神社 大阪市淀川区十三東2―6―39 06-6301-5724 http://kamitsujinja.ec-net.jp/

塚本神社 大阪市淀川区塚本2―2―7 大阪府神社庁

須佐之男尊神社 大阪市城東区成育5―15―20 大阪府神社庁

八剱神社 大阪市城東区鴨野東3ｰ31ｰ8 http://www.880.jp/

難波神社 大阪市中央区博労町4―1―3 06-6251-8000 http://www.nanba-jinja.or.jp/

河堀稲生神社 大阪市天王寺区大道3―7―3 06-6771-6513 大阪府神社庁

清見原神社 大阪市生野区小路2―24―35 06-6752-4126
http://www.kiyomihara-
jinja.com/

生野八坂神社 大阪市生野区生野東4ｰ7ｰ11 06-6731-7246 大阪府神社庁

阿倍王子神社 大阪市阿倍野区阿倍野元町9―4 06-6622-2565 http://abeouji.tonosama.jp/

旭神社 大阪市平野区加美正覚寺1―17―30 06-6791-4045
http://www.eonet.ne.jp/~asahi-
jinjya/

杭全神社 大阪市平野区平野宮町2―1―67 06-6791-0208 http://www.kumata.jp/

今宮戎神社 大阪市浪速区恵美須西1―6―10 06-6643-0150 http://www.imamiya-ebisu.jp/

敷津松之宮大国主神社 大阪市浪速区敷津西1―2―12 06-6641-4353 大阪府神社庁

難波八阪神社 大阪市浪速区元町2―9―19 06-6641-1149 http://nambayasaka.jp/

保利神社 大阪市住吉区長居東1―14―17 06-6692-0826 大阪府神社庁

椋橋総社 大阪府豊中市庄本町1―2―4 06-6332-3110
http://www.kp-
fc.com/shrine/kurahashi-sosha/

為那都比古神社 大阪府箕面市石丸2―10―1 072-729-7045 大阪府神社庁

神田の宮八坂神社 大阪府池田市神田4―7―1 072-751-3790 大阪府神社庁

高浜神社 大阪府吹田市高浜町5―34 06-6381-0494 http://takahamajinjya.kir.jp/

泉殿宮 大阪府吹田市西之庄町10―1 06-6388-5680 http://www.idudono.jp/

片山神社 大阪府吹田市出口町3―3 06-6388-4070 http://katayama-jinja.jp/

味府神社 大阪府摂津市別府1―1―14 06-6349-1539

茨木神社 大阪府茨木市元町4―3 072-622-2346 http://www.ibarakijinja.or.jp/

守居神社 大阪府守口市土居町2―22 06-6991-0419 http://www.moriijinjya.com/
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村野神社 大阪府枚方市村野本町29―1 072-547-1310 大阪府神社庁

百濟王神社 大阪府枚方市中宮西之町1―68 072-840-2624 http://kudaraojinja.jp/

山田神社 大阪府枚方市山之上4―15―36 072-844-9016
http://yamadajinnja.jimdofree.co
m/

二ノ宮神社 大阪府枚方市船橋本町1―707 072-857-6256 大阪府神社庁

片埜神社 大阪府枚方市牧野阪2―21―15 072-857-7775 http://www.katanojinja.com/

彌榮神社 大阪府東大阪市中小阪2―3―22 06-6721-1427 大阪府神社庁

長瀬神社 大阪府東大阪市衣摺1―4―25 06-6721-1272
http://www.pat.hi-
ho.ne.jp/shnagase/

辛國神社 大阪府藤井寺市藤井寺1―19―14 072-955-2473 http://www.karakunijinjya.jp/

長野神社 大阪府河内長野市長野町8―19 0721-52-2004 大阪府神社庁

方違神社 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町2―2―1 072-232-1216 http://www.hochigai-jinja.or.jp/

開口神社 大阪府堺市堺区甲斐町東2―1―29 072-221-0171 http://www.aguchi.jp/

岸和田天神宮 大阪府岸和田市別所町1―13―15 072-436-1188 http://www.kishiwadatenjingu.jp/

岸城神社 大阪府岸和田市岸城町11―30 072-422-0686 http://www.kishikijinja.jp/

若山神社 大阪府三島郡島本町大字広瀬1497 075-962-1651

兵庫県

神社名 鎮座地 問い合わせ ＨＰ

祇園神社 兵庫県神戸市兵庫区上祇園町12―1 078-361-3450
http://www.kobe-
gionjinjya.com/

素佐男神社 兵庫県神戸市灘区岸地通2―1―8 078-861-4588 兵庫県神社庁

素盞鳴神社 兵庫県尼崎市戸の内町2―6―4 06-6499-6930 兵庫県神社庁

岡太神社 兵庫県西宮市小松南町2―2―8 0798-47-6613 兵庫県神社庁

甲子園素盞嗚神社 兵庫県西宮市甲子園町2―40 0798-41-4556 兵庫県神社庁

中野素盞鳴神社 兵庫県伊丹市中野北1―5―3 072-777-5454 兵庫県神社庁

伊和志津神社 兵庫県宝塚市伊子志1ｰ4ｰ3 0797-72-3265 http://iwashidu-jinja.jp/

射楯兵主神社 兵庫県姫路市総社本町190 0792-24-1111 http://www.sohsha.jp/

鍬渓神社 兵庫県小野市下来住町661 0794-62-6239 兵庫県神社庁

高砂神社 兵庫県高砂市高砂町東宮町190 0794-42-0160
http://takasagojinja.takara-
bune.net/

佐用都比賣神社 兵庫県佐用郡佐用町本位田甲261 0790-82-2022 兵庫県神社庁
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奈良県

神社名 鎮座地 問い合わせ ＨＰ

八坂神社 奈良市柳生下町227 0742-94-0259

瑜伽神社 奈良市北天満町1059 0742-27-5299

宇太水分神社 奈良県宇陀市古市場245 0745-84-2613
http://www1.odn.ne.jp/udanomik
umari/

和爾下神社 奈良県天理市櫟本町2490 0743-63-1001

滋賀県

神社名 鎮座地 問い合わせ ＨＰ

長等神社 滋賀県大津市三井寺町4―1 077-522-4411 http://nagarajinja.net/

神田神社 滋賀県大津市真野4―7―2 077-572-1330
http://www7b.biglobe.ne.jp/~kan
da-jinja/

田中神社 滋賀県高島市安曇川町田中1882―1 0740-32-1594 滋賀県神社庁

藁園神社 滋賀県高島市新旭町藁園2056 0740-25-2785 滋賀県神社庁

健速神社 滋賀県高島市新旭町饗庭3718-2 0740-25-2827 滋賀県神社庁

大鳥神社 滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野782 0748-88-2008 http://www.ootorijinjya.jp/

大寳神社 滋賀県米原市多和田1557
0749-55-1303　
（岡神社）

岡髙神社 滋賀県長浜市北之郷292 0749-74-1766 滋賀県神社庁

八坂神社 滋賀県長浜市常喜町887 0749-62-3793

大安神社 滋賀県長浜市湖北町馬渡287

新宮神社 滋賀県甲賀市信楽町長野1151―1 0748-82-0078 http://www.shinguujinja.org/

沙沙貴神社 滋賀県近江八幡市安土町常楽寺１ 0748-46-3564 http://sasakijinja.or.jp/

和歌山県

神社名 鎮座地 問い合わせ ＨＰ

伊太祁曽神社 和歌山市伊太祈曽558 http://itakiso-jinja.net/

須賀神社 和歌山県日高郡みなべ町西本庄242 0739-74-2204 和歌山県神社庁

（高城）天寳神社 和歌山県日高郡みなべ町高野244 和歌山県神社庁

闘鶏神社 和歌山県田辺市東陽1-1 和歌山県神社庁

八坂神社 和歌山県伊都郡高野町細川826 0736-56-9095 和歌山県神社庁
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須佐神社 和歌山県有田市千田1641 0737-83-0195 和歌山県神社庁

熊野那智大社 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山１ 0735-55-0321 kumanonachitaisha.or.jp

熊野本宮大社 和歌山県田辺市本宮町本宮1100 hongutaisha.jp　
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