
 

 

①露天神社（大阪市北区）  ②堀川戎（大阪市北区） ③大阪天満宮（大阪市北区） ④淀川神社（大阪市都島区） ⑤少彦名神社（大阪市中央区） 

美人祈願 商売繁昌 干支絵馬（５代目長谷川貞信） 献句絵馬 無病息災（中国語の祈願文） 

 

 

 

 

 

目、鼻、口を描き足し美人顔に仕上げるの

が人気。 

 

鯛を釣り上げた蛭子大神の縁起のいい

絵馬。 
５代目長谷川貞信は住吉大社、道明寺

天満宮の干支絵馬も手掛けている。 

 

 

 

 

 

蕪村生誕３００年（２０１６年）を前に、蕪村

を顕彰し、蕪村の俳句を世界に広める活動

に絵馬を活用。 

 

 

 

祭神が少彦名命（日本医薬の祖神）と 

神農炎帝（中国医薬の祖神）で、中国人

の参詣者も多く、中国語で書かれた祈願

文が散見される。 

⑤少彦名神社（大阪市中央区） ⑥豊国神社（大阪市中央区） ⑦玉造稲荷神社（大阪市中央区） ⑧高津宮（大阪市中央区） ⑨御津八幡宮（大阪市中央区） 

無病息災 出世祈願 恋愛成就・夫婦円満 襲名祈願絵馬（穂束とよ國/宣尚） ペットの幸せ祈願 

 

江戸時代大阪でコレラが流行った時、道修

町の薬屋が虎頭殺鬼雄黄圓という薬と張

子の虎を病除け守りとして授与した。 

 

秀吉は死後、豊国大明神の神号を賜り、

神として祀られた。日本で一番出世した

男＝豊臣秀吉が描かれている。 

 

狐は「つがい」になると一生相手を変えな

いといわれている。向かい合った狐がハ

ートの形をつくっている。 

 

（４代目藤十郎）  （４代目鴈治郎）  

 

役者も絵師も親子の襲名祈願絵馬。 

穂束とよ國が４代目坂田藤十郎、穂束宣尚

が４代目中村鴈治郎を描いている。 

 

ペットに似せた顔を描いて奉納。ペットの

幸せを祈願する絵馬。ペットを飼う世帯

が３割を占める現代を反映。 

⑩円殊庵（大阪市天王寺区） ⑪生国魂神社・鞴神社（天王寺区） ⑪生国魂神社・浄瑠璃神社（天王寺区） ⑪生国魂神社・鴫野神社（天王寺区） ⑫四天王寺・布袋堂（大阪市天王寺区） 

悪縁切り 商売繁盛・社運隆盛 芸能上達 悪縁切り 子育て（乳授け） 

 

真田幸村が境内の榎木に鎌を打ち込んで

祈念し大きな戦勝を得たと伝えられてい

る。鎌が悪縁を切り取ってくれる。 

 

鞴は火熾しの道具で、製鉄、機械工具 

等を扱う金物業界の守護神。商運の神 

様として信仰されている。 

 

近松門左衛門をはじめ文楽関係の諸霊 

を祀っている。文楽、舞踏、演奏、歌謡、 

話術等のお稽古ごとの上達の神様。 

 

悪縁断ちの絵馬。酒・賭博等様々な悪縁を

断ち切ることを心に固く誓い、錠を掛ける。 

 

昔は幼児を育てるのに母乳に頼ってい

た、母乳の出は子供の生死に係わる問

題であった。江戸時代と同じ絵柄。 

⑫四天王寺・石神堂（大阪市天王寺区） ⑬一心寺（大阪市天王寺区） ⑭安居天満宮（大阪市天王寺区） ⑮堀越神社（大阪市天王寺区） ⑯通天閣（大阪市浪速区） 

皮膚病平癒 断酒 合格祈願  開運招福 諸願成就 

 

 

 

 

牛が草を喰うところから、草を瘡に掛け、瘡

を喰ってもらうことから、皮膚病祈願で有

名。 

 

 

 

 

本多忠朝の故事に因んだ断酒祈願。しゃ

もじは、戦後物資不足の折、日用品のシ

ャモジを利用したのが定着。 

 

 

 

 

五角形の絵馬。五角＝ゴーカク＝合格の

語呂合わせ。 

 

 

 

 

 

絵馬は板に馬の絵を描いて奉納したのが

始まり。馬を描いた絵馬は、他にも多くの社

寺で見られる。 

ビリケンの足の裏を撫でるとご利益があ

るといわれていることに由来。社寺以外

でも絵馬が販売されている。 

⑰広田神社（大阪市浪速区） ⑱今宮戎神社（大阪市浪速区） ⑲安倍晴明神社（大阪市阿倍野区） ⑳阿部野神社旗上芸能稲荷（阿倍野区） ㉑住吉大社侍者社（大阪市住吉区） 

痔疾平癒 商売繁盛（生田花朝） 痛絵馬 芸能上達 縁結び 

赤エイの尾のトゲに刺されると痔病に似た

激しい痛みをおぼえる。赤エイの尾を切る

ことと、痔病平癒を結びつけている」。 

生田花朝が描いた浪花情緒あふれる絵

馬。宝恵駕籠が描かれている。 

 

マンガやアニメのキャラクターを自分で描

いた痛絵馬。アニメの主人公と関係のあ

る社寺で見られる社会現象。 

 

稲荷は、五穀豊穣、商売繁盛以外に芸能

上達の守護神として古くから信仰されてき

た。 

 

 

 

 

 

絵馬に描かれている蛤は上の貝と下の

貝がぴったと合わさるところから縁結び

に縁起がいいとされている。 

㉑住吉大社種貸社（大阪市住吉区） ㉒能勢妙見山（豊能郡能勢町） ㉓勝尾寺（箕面市） ㉔呉服神社（池田市） ㉕服部天神宮（豊中市） 

子授け 開運招福（インターネット絵馬） 勝運 技芸上達 足の守護 

 

曾て神社から稲種を授かって豊作を祈る信

仰があった。稲には繁殖させる穀霊が宿っ

ており子授けの神として崇敬されている。 

 

自宅で願い事を書き、クリックひとつで即

奉納。 

 

 

本尊の十一面観世音菩薩が描かれてい

る。勝運の寺として信仰されている。 

 

梭を上手に使いこなし機織りが上手くなる

ようにとの願いから、手芸等の技術上達の

祈願で奉納。 

菅原道真が大宰府へ左遷される途中、

痔病の脚気で、歩くけなくなった時、当社

をお参りし、足の痛みが治ったとの伝え。 

大 阪 三 十 三 ヶ 所 絵 馬 め ぐ り 図 村田幸雄 
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㉖上宮天満宮（高槻市） ㉖上宮天満宮（高槻市） ㉗片山神社（吹田市） ㉘片埜神社（枚方市） ㉙野崎観音（大東市） 

厄除け 招福、千客万来、商売繁盛（左馬） 災難除け 方除け   婦人病平癒 

 

 

 

 

 

厄の字が逆さになっていることから、厄落と

し（厄除け）を意味する。 

馬は右から乗ると転ぶ習性があり、必ず

左から乗る。「左馬は倒れない」、「人生

を大過なく過ごせる」という伝え。 

 

 

 

 

 

桃は災難を振り払い福に転ずる果物と 

云われている。伊弉諾命が、桃の実 

の精霊によって危難を逃れた。 

豊臣秀吉は大坂城築城に際して、大坂の

鬼門に在る当社を修築し、大坂城の鬼門

除けの神社と定めた。 

 

遊女・江口が重い病気に罹り、野崎観音

にお参りして病気を治した。爾来、婦人病

や子供の欲しい人が参拝。 

㉚辛国神社（藤井寺市） ㉛菅原神社（堺市） ㉜桜井神社（堺市） ㉝西福寺（和泉市）  

厄除け 合格祈願 嵐のコンサートチケット入手祈願 雷除け・耳病平癒  

八九は厄に通じることから、「八九を割 

く」から「厄を避ける（厄除け）」とされてい

る。 

 

 

定番のダルマの絵馬。願い事が叶った折

には、両目を入れて奉納する。 

 

 

 

 

嵐のメンバー桜井翔と同名の神社で嵐フ

ァンの参拝が多い。祈願文には嵐のコン

サートチケット入手祈願が書かれている. 

 

井戸に雷が落ちた時に、老婆が蓋をして雷

を閉じ込め、今後この地（桑原）には絶対落

ちないと誓わせ、雷を逃がしたという伝説。 

 

 

 

 

 

    

     現代の世相を反映した絵馬       絵柄のおもしろい絵馬       御利益があるといわれている社寺の絵馬           著名な絵師の描いた絵馬 

 

 

 ◎大阪三十三ヶ所絵馬めぐり・地図 
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① 露天神社 大阪市北区 ⑧ 高津宮 大阪市中央区 ⑮ 堀越神社 大阪市天王寺区 ㉒ 能勢妙見山 豊能郡能勢町 ㉙ 野崎観音 大東市 

② 堀川戎神社 大阪市北区 ⑨ 御津八幡宮 大阪市中央区 ⑯ 通天閣 大阪市浪速区 ㉓ 勝尾寺 箕面市 ㉚ 辛国神社 藤井寺市 

③ 大阪天満宮 大阪市北区 ⑩ 円珠庵 大阪市天王寺区 ⑰ 広田神社 大阪市浪速区 ㉔ 呉服神社 池田市 ㉛ 菅原神社 堺市 

④ 淀川神社 大阪市都島区 ⑪ 生国魂神社 大阪市天王寺区 ⑱ 今宮戎神社 大阪市浪速区 ㉕ 服部天満宮 豊中市 ㉜ 桜井神社 堺市 

⑤ 少彦名神社 大阪市中央区 ⑫ 四天王寺 大阪市天王寺区 ⑲ 安倍晴明神社 大阪市阿倍野区 ㉖ 上宮天満宮 高槻市 ㉝ 西福寺 和泉市 

⑥ 豊国神社 大阪市中央区 ⑬ 一心寺 大阪市天王寺区 ⑳ 阿部野神社 大阪市阿倍野区 ㉗ 片山神社 吹田市 

   
⑦ 玉造稲荷神社 大阪市中央区 ⑭ 安居天満宮 大阪市天王寺区 ㉑ 住吉大社 大阪市住吉区 ㉘ 片埜神社 枚方市 

   
 


