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ストレスの多い現代に、

心の安らぎや癒しを求める人は多い。

心身を開放させ、

日常の疲れを癒すのに、

最近注目されているのがスピリチュアルスポットです。

宮崎のスピリチュアルスポットを訪問し、

雑誌などで紹介している

江原啓之さんに聞いてみました。

江原啓之（えはら・ひろゆき）

1964年生まれ。1989年スピリチュアリズム研究所設立。『江原啓之神紀行』を

はじめ、『スピリチュアルな人生に目覚めるために』『日本のオーラ　天国か

らの視点』など、著書多数。テレビ、ラジオ等の活動のほか、歌とトーク、公開カ

ウンセリングなどで構成されたエンターテイメント『スピリチュアル・ヴォイス』公演も行

っている。スピリチュアル・アーティストとして、ＣＤ『愛の詩』等をリリース

している。公式ホームページhttp://www.ehara-hiroyuki.com
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　現代社会のように、情報や物が氾濫しストレスの多い生活を毎日送っていると、人々

はだんだんと疲弊していきます。そんな時に最も癒しの効果があるのが、スピリチュア

ルスポットを訪れることです。

　神話というと現代社会では、神話教育もなくなってきて、人々の心から意識が薄れて

しまっています。しかし、スピリチュアルなことに注目が集まっていたり、スピリチュ

アルスポットとして紹介された場所が注目をされ、多くの人が訪問しているのは、人々

の気持ちの中で神話に対する見直しがされてきたからでしょう。

　神話の世界には、今の時代に必要な要素が入っています。今の時代に必要なのは「再

生」だと感じます。皆さん新たな出発が欲しいと思っているし、きっかけや勇気といっ

たものを求めています。世の中が混沌としているからこそ、いろいろな局面で門出を迎

えることが必要なのです。そんな意味で、神話の故郷を訪ねる・見直すということは、

現代において意義があるのです。神話に縁の深い神社など、スピリチュアルスポットで

は、決意や気持ちの切り替えができます。ここで新たな出発につなげることで、気持ち

もリフレッシュします。テーマパークなどで気持ちの切り替えをしようと思っても、

「ああ楽しい」で終わってしまいます。一時的なストレスの解消にはなっても、新たな

出発への決意はできません。いま一つもの足りないのです。

　現代においても神話の世界は生きていますし、密接なつながりがあります。だからこそ、

現代に生きる私たちにとって、癒しや心の安らぎとなるのでしょう。

2

心の安らぎや癒しを得るために

　私がスピリチュアリズムの世界に入っていったのはごく自然な流れの中でのこと。生

来持っていた霊的な能力とは別に、サンクチュアリ（聖域）やスピリチュアルな世界と

いうのは、非常に身近なものでした。というのは幼いときから祖母に連れられ、神社や

仏閣に毎月のように行っていたからです。

　信仰に親しんでいることの良さというのは、礼儀作法を覚えることにあります。先祖

や神様を敬うということに慣れ親しんでいると、自然と目上の人を敬うことにもつなが

り、きちんとした挨拶を覚えることになります。また古くから伝わっているしきたりを

知ることになります。しきたりを学ぶことは、子どもを教育するにあたって、とても大

事なことだと思います。神社に入ったら、「お参りをする前に手を洗う」、「参道の真

ん中を歩いてはいけない」といった伝統的な作法があります。そんな中に「学び」があ

るのです。このような昔から伝えられてきた作法は、今の時代だからこそ重要で、若い

人たちのために、復活させるべきことだと思います。近年、一昔前では信じられないよ

うな事件や犯罪が後を絶ちません。このような犯罪は、目に見えないものに対する敬い

をなくしたことが原因ではないかと思っています。

「心」は目に見えないものですが、特別に宗教を持たなくても、「バチがあたる」や

「お天道様に顔向けできない」という道徳観念が身についている人は嘘がつけないも

の。神様や仏様を拝むだけでなく、お祭りに行くような気楽な中にも「学び」がありま

す。信仰に親しむことで、軌道修正できる道が身に付くのです。

現代で信仰に親しむことの意義
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　宮崎の魅力は何と言っても「原点であること」です。基本になっているものは、普遍

的で変わりません。宮崎は天孫降臨から始まる神話の国であり、神話の世界というのは

普遍的です。神話の世界を訪ねることで、子育てや仕事など生活のこと全般について見

つめることができるのではないでしょうか。神社などのスピリチュアルスポットの素晴

らしい点は、切り替えができるということです。生きていく上で起こる全てのことがら

に対して見つめ直すことで、人生の切り替えができるのがスピリチュアルスポットで

す。そんな意味では「心のテーマパーク」と言えるのではと考えています。

　私が宮崎のスピリチュアルスポットの中でも特に素晴らしいと思っている神社のひと

つが江田神社です。あれだけ由緒あるお宮でありながら、これまで知らない人が多かっ

たようです。それは、現代の人々が、お宮の大きさなどの物質的価値で尊ぶ傾向がある

からかもしれません。しかし、実際に大切なのは、見た目の豪華さではなく由緒なので

す。これほど由緒ある江田神社やみそぎ池などは、汚さず、後世まで残していかなけれ

ばならない大切なサンクチュアリです。

　また、私は旅に行くならまず海に行ってから山に行くように勧めています。海には浄

化、山には癒しのエネルギーがあるのです。実際、神社のお祭りでも、海でみそぎをし

てから山に行くことが多いですよね。海というのは汚れることがあっても、必ず再生し

ます。海には浄化のエネルギーがあるのです。

4

スピリチュアルスポット「原点の地・宮崎」

　私たち現代人は、「もう一度出発する、出直す」必要があると何度もいってきまし

た。再出発のために、宮崎はうってつけの場所だと思っています。天孫降臨の地を知る

というのは、命の源を見ることです。命の源を見ることは自然界を見直すことです。自

然界への感謝を忘れてはいけません。

　秋祭りや神楽は、自然の営みや五穀豊穣への感謝を神に捧げるものです。宮崎は神楽が

盛んな土地ですね。神楽や祭りを通して、日本人が古くから守ってきた自然界への感謝の

気持ちを知ることができると思います。私の著書の中でも言っていることですが、日本文

化の中には、言霊（ことたま）や音霊（おとたま）のように、言葉や音にも霊的な力が

宿っていると信じるところがあります。言葉にたましいが宿るというのは、祝詞や神楽の

中など、日本の伝統のいろいろなところに見ることができます。私たち現代人は、日ごろ

不幸を呼ぶような言葉ばかりを使っているのではないでしょうか。言霊や音霊の存在を、

神楽や聖地に行くことによって知り、改めて言葉の大切さを見直す必要があります。

　今一番必要なことは、もう一度、再生をしなければならないということです。

　現代に生きる若い人たちは、もし自然が無くなってしまっても、何でも科学の力でプ

ラスに変えられると思っているところがありますが、それは全く間違いです。

　宮崎の海岸線を見ると、自然の素晴らしさや美しさは、人工では絶対にできないもの

だと分かるはずです。

自然に感謝するために神話の地を知る
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　宮崎は神話の世界がいまだに多く残り、本来もっと注目されるべきところです。神話

は簡単に作れるものではなく、先祖から受け継いだ宝といえます。ところが、本来受け

るような注目を受けなかったのは、大事にしすぎたためだと思います。宮崎の人々が、

歴史に誇りを持ってきたからこそ、サンクチュアリとして価値が守られてきました。し

かし、神楽などを外に開放して多くの人に知ってもらうことは、穢れることだとおびえ

ていた面もあったのではないかと思います。これからは、規制するところはきちんと規

制して、マナーを徹底させながら、もっと開放して欲しいと思います。

　宮崎は「神話の国」として、もっと多くの人を受け入れられると思います。神楽体験

をしたいという人も多いのではないでしょうか。

　ひと昔前は、親子関係や人間関係、またいろいろな切り替えは、地域で受け継がれて

きた文化や伝統行事で学んできたものです。しかし、都会で地域の文化や伝統から切り

離された現代人は、どこから学べばいいのでしょうか。昔のことを伝える役目を持って

いたおじいちゃんやおばあちゃんと過ごす環境も少なくなり、都会の閉塞感の中にあっ

て自分で答えを見出すには、宮崎のようなサンクチュアリを訪れることが必要です。訪

れるときは現世利益を求めず、マナーをわきまえることを忘れないようにしましよう。

6

宮崎に残るサンクチュアリを守るために

　宮崎が持つ色はと聞かれるなら、私はオレンジだと思います。私が持つ宮崎のイメー

ジは日向夏や太陽・日の光、日の御子など……太陽のイメージが多いです。

　私が鵜戸神宮を訪問した際、ご神域に入ったあたりで、一羽の大きな鳥が現れ、境内

までずっと後をついてきたのです。帰るときにも同じように現れ、ご神域を離れるまで

飛び続けていました。神話の世界さながらとても神秘的なものを感じました。全国各地

でいろいろな体験をしますが、この鵜戸神宮での体験は特に思い出深いものでした。

　宮崎は宝物をいっぱい持っている土地です。神話の世界よりもより現代に近い椎葉落

人伝説などもありますが、それらの場所を訪れることは、歴史探索の旅になるでしょ

う。歴史の事実をひも解くことで、そこから人生の教訓を得ることができます。違った

意味で素晴らしい旅になると思います。

　旅をすることもリフレッシュの機会といえます。その土地のおいしい食べ物をいただ

き、土地にある独特の文化に触れることで、心身ともにリフレッシュするのです。宮崎

の郷土料理として受け継がれてきている冷や汁などは、私自身「パワーフード」と呼ん

でいます。旅にでて、「冷や汁」のように土地にずっと伝わっている郷土料理など、土

地独特のものを食べることも大事なのです。

暖かみのある色を感じる宮崎
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宮崎県北部の旅

まさに天孫降臨伝説の舞台

高千穂神社・天岩戸神社・天安河原・荒立神社・高千穂峡（高千穂町）

・三ヶ所神社（五ヶ瀬町）

カップルや友達の仲を深める夫婦杉

たか　　ち　　　ほ　　じん　　じゃ

高千穂神社

❶

❶

❷
❹

❺

❸

（高千穂町）

高千穂88社の総社として昔から高千穂の里人の厚い信仰に支えられてきた高千穂神社。二ニギノミコト

をはじめとする日向３代の夫婦の神 と々神武天皇の兄であるミケイリノミコトを祀っています。境内は杉木立

に囲まれ、荘厳で清浄な雰囲気に包まれています。この境内の杉の中でも特に珍しい杉が2つあります。

その一つは樹齢800年以上と言われる秩父杉です。鎌倉時代に源頼朝が、天下泰平の祈願を畠山重忠

に代参させた際に、重忠が手植えしたといわれるものです。この時奉納された鋳造狛犬一対も国の重要

文化財に指定されています。長年高千穂を見守ってきた秩父杉を見るだけでも、どこか心が休まるという

参拝客もいます。

また根元が一つにつながっている夫婦杉も有名。決して別れることはないこの杉の周りを、夫婦や友人同

士で3回手をつないで回ると、仲睦まじく、家内安全、子孫繁栄の３つの願いが叶うといわれています。

本殿横には神楽殿もあり、毎晩8時から9時まで田力男などの代表的な神楽４番が観光夜神楽として奉納

されているため、シーズン以外でも神楽の雰囲気を味わうことができます。

八百万の神々に出会えそうな不思議な空気漂う

天岩戸神社・天安河原❷ （高千穂町）

天岩戸神話の舞台でもあり、アマテラスオオミカミを主祭神

として祀る天岩戸神社。本殿の裏手、岩戸川を挟んだ対岸

に昔から天岩戸と伝えられている洞窟があり、社務所にお願

いすれば拝観できるところまで案内してもらえます。また境内

には、神話の中でアメノウズメノミコトが手に持って踊ったとい

われる招霊（オガタマ）の神木があります。

神社から岩戸川を５００ｍほど上流に行くと天安河原にたどり

着きます。八百万の神々が岩戸の中に隠れてしまったアマテ

ラスオオミカミを外の世界に再び連れ出すために、知恵をめ

ぐらせ話し合いをしたといわれる場所です。この河原の一角に

鳥居と社が建てられた洞窟があり、その周囲には石積みが

多数見られます。ここを訪れた人々が願いを込めて祈りなが

ら、石を一つ一つ積んでいったためだとか。石積みと洞窟に

よる独特の空気感の中、本当に八百万（やおよろず）の神々

に出会えそうな、神聖な時間が流れています。

縁結びと芸事達成の願いで古くから慕われる

荒立神社❸ （高千穂町）

高千穂神社●Tel.0982（72）2413

天岩戸神社（天安河原ともに）●Tel.0982（74）8239

ニニギノミコトの天孫降

臨の際に道案内を務め

たのがサルタヒコノミコ

ト。この神はのちに岩

戸の前で踊ったアメノウ

ズメノミコトと夫婦になり

ます。荒立神社は、そ

の夫婦2神を祭神にしており、夫婦の和合を示し

ているため縁結びの神社として多くのカップルが

参拝しています。またアメノウズメは芸能の神でも

あるため、芸事の達成や芸能で前に出られるよう

にと祈願にくる芸能人も多いといわれています。
高千穂町観光協会（高千穂峡）●Tel.0982（73）1213荒立神社●Tel.0982（72）6363

88

P28・❷B

P28・❷B

P28・❷B 自然が作り出した幻想的な渓谷の美

高千穂峡❹ （高千穂町）

高千穂峡は柱状節理の

そそり立つ断崖が生み

出す幻想的な景観が望

める渓谷。この高千穂

峡に流れ落ちる滝は真

名井の滝と言われ、日

本の滝百選の一つでも

あります。天孫降臨の

際、アメノムラクモノミコ

トが、水種をこの地に移した天の真名井から地下

水となって、この滝に湧水しているといわれていま

す。貸しボートで近くまで行くこともできます。

P28・❷B

あまの　いわ　　と　　じん　　じゃ あまの　やす　　か　　わら

あら　　たて　　じん　　じゃ たか　　ち　　　ほ　　きょう
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牧水の第二の故郷を眼下に見下ろす

●延岡城跡・若山牧水・愛宕山 （延岡市）

九州一の美しさを誇る海で泳ぎ、潜ろう

●日豊海岸国定公園 （延岡市）

延岡市商業観光課●Tel.0982（34）7833　延岡市観光協会●Tel.0982（32）3706

宮崎県北部延岡市の日向灘に面したエリアは、マリンスポー

ツが盛ん。日豊海岸国定公園は、白砂青松の静かな遠浅の

海岸で、透明な海水に恵まれているため、毎年多くの海水浴

客で賑わいますが、県北唯一のダイビングスポットもこの海中

公園内にあります。特に、海岸沖の須美江から島浦島に向か

う途中にある、直径約３ｍもあるオオスリバチサンゴ礁群は、

地元の人も絶賛する絶好のポイントとなっています。このサン

ゴは、海中に大きなバラが咲いたように300個ほどが群生

し、日本最大級。自然が作り上げたかけがえのない芸術品

が、県北の美しい海の中で静かに息づいています。また、下

阿蘇ビーチは、環境省の快水浴場百選で、九州唯一の特選

を獲得。白砂青松の美しい砂浜での海水浴は格別です。

延岡マリンサービス（ダイビング・オオスリバチサンゴ群）●Tel.0982（36）0852

延岡市北浦町総合支所・地域振興課（下阿蘇ビーチ）●Tel.0982（45）4238

神聖な山である二上山への信仰深い

三ヶ所神社❺ （五ヶ瀬町）

山向こうに沈む夕日の美しさは格別

●夕日の里 （五ヶ瀬町）

三ヶ所神社●Tel.0982（82）1513

五ヶ瀬町桑野内地区は、広 と々したのどかな畑作地

帯。この地域は、どこからでも阿蘇連山が見渡せま

すが、大きく美しい夕日が見られるスポットとしても

注目され、「夕日の里」と呼ばれています。秋は、特

に美しい夕日の季節。阿蘇連山の向こうに真っ赤に

燃える夕日が沈むさまは、一幅の名画のよう。自然

の雄大さに触れる感動のひと時を過ごせます。

見立渓谷は日之影町にある紅葉の美しいことで

知られる景勝地。この渓谷は日之影川の上流に

あり、全長約24kmにわたります。特に美しい

紅葉が見られるのは、あけぼの荘付近。奇岩

が多く、その岩々の間を伝う清流に木々の枝が

かかり、極上の渓谷美を作り上げています。

日之影町企画開発課（見立渓谷）●Tel.0982（87）3910五ヶ瀬町地域振興課（夕日の里）●Tel.0982（82）1717

1010

慶長8（１６０３）年に高橋元種が築いた延岡城の城跡。頂上の

天守台跡地には鐘つき堂があり、現在でも鐘守りの手によっ

て時が告げられています。この鐘つき堂からの見晴らしは格別

で、延岡の市街地を一望できます。また、延岡は旅と酒を愛

した郷土の歌人、若山牧水の第二の故郷と言われる地。明

治29年から、高等小学校と中学校までの8年間を延岡市で過

ごしました。延岡城跡のある城山公園には、牧水の歌碑が建

てられていますが、この歌碑に刻まれている牧水の歌「なつか

しき城山の鐘鳴りいでぬ　をさなかりし日聞きしごとくに」から、牧水の延岡に対する思

いの深さを感じられます。城山と同様眺めがよく、夜景スポットとして親しまれる愛宕

山。ここは昔、笠沙岬や笠沙山と呼ばれていたとか。天孫ニニギノミコトとコノハナサ

クヤヒメが出会い結婚したところが笠沙の御崎と言われることから、愛宕山も伝説の地

かもしれません。最近恋愛スポットとしても注目されています。

南北浦海中公園

愛宕山からの夜景

若山牧水歌碑

下阿蘇ビーチ

P28・❸D

P29・❷E

P28・❷A

P28・❷A 日本画のような紅葉の美しさに感激 P28・❶C

もともとは日向では数少ない山嶽信仰の

地で、天孫降臨したといわれる二上山を

神としていました。その後、五ヶ瀬・高千

穂町合同でお祀りしていましたが、冬積

雪の頃には参拝が難しいため、里に下ろ

すことになったのが昌泰年間（898年～

901年）。里に降ろす際どちらに降ろすか

で折り合いが付かなかったため、結局、

高千穂にも同名の二上神社があります。

主祭神は、イザナギノミコト・イザナミノミ

コト。国産みを夫婦で行った神で、縁結

び、夫婦和合の神として知られています。神社から裏手の二上山男嶽の南面９合目に奥宮がありますが、

春は高山植物、冬は雲海と四季ごとに見事な景色が眺められます。本殿、拝殿は一本の欅から造られ、

多彩な彫刻は九州でも貴重なもので一見の価値があります。

（日之影町）●見立渓谷A B D

C

ケヤキ

さん　　が　　しょ　　じん　　じゃ

ゆう　　ひ　　　　　さと み　　たて　　けい　　こく にっ　　ぽう　　かい　　がん　　こく　　てい　　こう　　えん

のべ　　おか　　じょう　　あと　　　　　わか　　やま　　ぼく　　すい　　　　　　　あたご　　　やま
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第9代住職が、江戸末期に京都祇園から苗を持

ち帰って植えたと伝えられる。樹齢250年から

300年と言われ、満開の頃には薄紅色の雅な姿

を見せます。
1212

浄専寺の桜（五ヶ瀬町）

同じ椎葉村にある八村スギとともに800年の歴

史を持つ。根元は古い墓地になっており、周囲

の薄暗い森と相まって、どこか神妙な気持ちにさ

せます。

大久保のヒノキ（椎葉村）

枝を広く展開した姿が特に見事。眼前に巾着島

を従える野島神社の境内にあり、社殿を覆い隠

すほどのアコウが、いつも木陰を作り出していま

す。

内海のアコウ（宮崎市）

島津氏初代の島津忠久が当時薩摩街道だった

この地に植樹したと伝えられ、樹齢は推定770

年。近くには、昔厳しい取調べが行われた去川

の関もあります。

去川のイチョウ（宮崎市）

この木が誕生したのは宮崎県南部の内陸部。

現在九州と四国の一部だけで生育し、樹齢

300年のものはこの神社のものだけ。つまり日

本一で世界一の木です。

宮崎県内には、各地にその地域の人々を見守ってき

た守り神ともいえる巨樹があります。数百年という歳

月を生き続ける巨樹を、私たちは自然への敬意と畏

怖を持って崇めてきました。人の何倍もの時間を過ご

してきたことに、昔から人々は何らかの力を感じてき

たのでしょう。数百年の時を経てなお生き続ける巨樹

も、私たちに自然の力を与えるパワースポット。宮崎

の巨樹を巡り、古木たちが与える無償の愛のパワー

を体に浴びませんか。巡るときはマナーを忘れずに。

福瀬神社のハナカガシ（日向市）

織田信長の弟、織田有楽斎長益が茶花として

愛用したことで名付けられた有楽椿。ここの椿

は、樹齢300年ともいわれ、淡いピンクの花を

咲かせます。

樅木尾有楽椿（西都市）
もみ　　　ぎ　　　　お　　　　う　　　らく　　つばき

宮崎の巨樹を巡る
長い年月人 を々見守ってきた巨樹のパワー

P28・❷A P29・❶B P31・❻D P31・❹A

P30・❸D P30・❷C←清武の大クスP31・❹C←
１

2 3 6 7

4 5

じょう　　せん　　　じ おお　　　く　　　　ぼ うち　　　うみ さる　　　かわ

ふく　　　せ　　　じん　　じゃ
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日向入郷の旅

日向のお伊勢さま

大御神社・馬ヶ背（日向市）、

十根川地区（椎葉村）、

神門神社と百済王伝説（美郷町）

「君が代」に歌われる日本一の「さざれ石」

大御神社

❶

❶

❷

❸

❹

（日向市）

太平洋を見渡せる絶景をバックに柱状岩上に建つ大御神社。

その昔ニニギノミコトが天孫降臨の際、アマテラスオオミカミ

を祀り平安を祈願したということと、神武天皇が東征の際に参

拝し、武運長久と航海安全を祈ったという2つの伝説が伝わっ

ています。景色の美しさで知られる当社ですが、境内の西側

には、二ニギノミコトがその昔ここに立ち、絶景を眺めたと伝

えられる「神座（かみくら）」があります。この神座を含む山全

体が、君が代にもでてくる「さざれ石」でできており、日本でも

最大級の規模を誇ります。このさざれ石は、「君が代」の中で

も歌われているもの。石ころが粘土や砂に混ざって、長い年

月をかけて巨石となったという自然の神秘を見るために、全国

から参拝客が訪れています。

平家落人と源氏の大将の悲恋が残る

十根川地区❸ （椎葉村）

椎葉村十根川地区は、源氏の大将那須大八郎

が、椎葉に入った折、追討の拠点にしたといわれる

ところ。その陣屋跡は十根川地区の中心地であっ

たとされています。この地区は、椎葉村特有の形式

の民家と石垣からなる建造物群の佇まいが、美しい

山村集落の景色を作っていることから、重要伝統的

建造物群保存地区に選定され、特に古い民家は

170～140年前の江戸時代後期のものも残されて

います。また同じ地区内の十根川神社の境内に

は、那須大八郎が手植えしたと伝えられる八村ス

ギもあります。樹齢800年で幹周りが19ｍあり、単独の幹では県内最大と言われています。素朴な山村の

景色に触れ心も和みます。この椎葉に伝わる悲恋、那須大八郎と平家の末裔鶴富姫との物語が再現され

るのが、毎年11月「椎葉平家祭り」。豪華な大和絵巻武者行列は圧巻です。

百済の王族の引き裂かれた親子愛を伝える

神門神社と百済王伝説❹ （美郷町）

日向市観光振興課（馬ヶ背）●Tel.0982（52）2111

大御神社●Tel.0982（52）3406

椎葉村企画観光課●Tel.0982（67）3203

主祭神にオオヤマズミノミコトと百済の禎嘉王を祀る

神社。祭神に百済王を奉っているように、この地に

昔から伝わる百済王伝説に深い関わりを持つ神社と

して知られています。百済王伝説とは、7世紀に滅

亡した百済の王族が、逃れてきた末に父は神門（南

郷区）に、息子は比木（木城町）にたどり着いたとい

うもの。社宝には、奈良正倉院の御物と同じとされ

ている「唐花六花鏡」をはじめ銅鏡33面や１００６本の

鉾、36歌仙が描かれた板絵、馬鈴・馬鐸が見つかっ

ており、百済王の伝説との関係を思わせ、歴史のロ

マンを感じます。また、父禎嘉王と息子の福智王の親子の再会を再現した「師走まつり」が毎年行われています

が、引き裂かれた親子が再び出会うというこの話にちなんで、縁結びにご利益があるとお守りを買い求める参拝

客も少なくないとか。近くにある南郷温泉「山霧」は、神門神社の裏から突然湧出したため、禎嘉王の贈物とい

われ美人湯として評判です。 美郷町南郷支所企画観光課●Tel.0982（59）1600

P30・❸E

日向灘の大パノラマを堪能

馬ヶ背❷ （日向市）

自然が作り出した芸術といえる日向岬の馬ヶ背。深い木立を

抜けると現れる小さな岬で、上から見ると馬の背のように見

えることからこの名が付いています。遊歩道の途中に大岩が

屏風のように垂直に立つ柱状節理の断崖や、遊歩道の先端

まで進むと見られる視野を遮ることのない太平洋の大パノラマ

など、圧倒的な自然の美しさを体感できます。

P30・❷E

P29・❷B

P30・❸C

1414

おお　　み　　じん　　じゃ

うま　　が　　せ

と　　　ね　　がわ　　ち　　　く

み　　かど　　じん　　じゃ くだら　　　おう　　でん　せつ
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西都児湯の旅

縁を結び、縁を戻す神社

都萬神社・記紀の道（西都市）、

都農神社（都農町）

女性を守る神として、縁結び、安産の願い叶える

都萬神社・記紀の道❶ （西都市）

主祭神はコノハナサクヤヒメのみという全国でも珍しい神社。

ニニギノミコトと逢初川で出会い、仲人を立てて初めて結婚式

を行ったことから結婚と縁結びの神、また純潔を証明するため

に戸のない部屋（無戸室）に火を放って無事3人の皇子を出産で

きたことから安産の神として、昔から多くの女性たちによる篤い

信仰を受けてきました。また3人の皇子を育てるために、自分

だけの乳では足らず米で甘酒を造ってお乳代わりに飲ませたこ

とも伝えられており、日本酒発祥の地としても親しまれていま

す。

境内には天然記念物にも指定されている樹齢1200年の妻の

オオクスをはじめ、樹齢千年を経たオオクスが数本あることで

も有名ですが、平成17年の台風の際に折れたオオクスを使っ

て作られた、ハート型の縁結びのお守りを買い求める人が、こ

このところ多いのだとか。都萬神社のコノハナサクヤヒメの縁

結びの力と、神社の境内で数百年生きたクスノキの力どちらも

得られるからでしょう。この同じクスノキを使った、願いを叶え

る「千年グスの洞々木（どうどうぼく）」も境内の右手に置かれて

います。お守りと同じクスノキの幹を使っており、この木を願い

事をしながらくぐり抜けることで「願いを通す」ことに繋がるといわ

れています。

また、妻のオオクスの根元にこんこんと湧く小さな池があります

が、この水を汲んでクスの根元を洗うと子宝に恵まれるという

話も伝わっています。

あらゆる縁を結ぶオオナムチノミコト

都農神社❷ （都農町）

約2600本もの杉木立に囲まれ、荘厳な雰囲気をかもし

出している境内。927年成立の延喜式にも記載されるほ

ど古い歴史を持つ神社です。神武天皇が東征の際に立

ち寄り、海上平穏と武運長久を祈願したのを創祀とし、

主祭神はオオナムチノミコト、別名をオオクニヌシノミコト

といいます。オオナムチノミコトは、全国を巡って国土開

発や農業技術の指導、病気治療や医薬の普及を行った

神とされ、殖産農耕と国造りの神。七福神の大黒様でも

あります。また、８つの名前を持ち、多くの子供をもうけた神としても知られることから、縁結びとお産の神とも言われて

います。この神社は、恋愛だけでなく、友情や家族など幅広い縁を結ぶとされ、縁結びのお守りを求める人も少なくあり

ません。丁度平成の大造営も終わり、新しい社殿となって多くの人々を迎えています。

都萬神社を起点として、コノハナ

サクヤヒメとニニギノミコトの出会

いから結婚・出産などの伝説を伝

える伝承地を巡るルートが記紀の

道です。古事記と日本書紀にちな

んで名付けられています。

①コノハナサクヤヒメを祭神として祀る「都萬神社」。

②天孫ニニギノミコト一行の舟が到着したと言われる「御舟塚」。

③ニニギノミコトとコノハナサクヤヒメが出会い、恋をしたと

　言われる「逢初川」。

④めでたく結ばれた2人が、新婚生活を始めるために建てら

　れた「八尋殿」。

⑤一夜で懐妊したヒメが、夫の疑惑を晴らすために炎の中で

　3人の皇子を出産したといわれる「無戸室」。

⑥3人の皇子の産湯に使ったといわれる「児湯の池」。

⑦コノハナサクヤヒメの父オオヤマツミを祀り、入り口には鬼

　の窟から抜いて投げたといわれる石がある「石貫神社」。

⑧オオヤマツミの墓と伝えられる前方後円墳「大山祇陵」。

⑨鬼がコノハナサクヤヒメとの結婚をかけ一夜で造り上げた

　と伝わる「鬼の窟古墳」。

⑩ニニギノミコトとコノハナサクヤヒメの墓といわれる「男狭

　穂塚」と「女狭穂塚」。

都萬神社●Tel.0983（43）1238

都農神社●Tel.0983（25）3256

1616

①②

③
④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

⑩
P30・❸C

P30・❶E

洞々木

記・紀の道

西都市観光協会●Tel.0983（41）1557

❶

❷

つ　　　ま　　じん　　じゃ き　　　き　　 　　　みち

つ　　　の　　じん　　じゃ
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アイちゃん…サチちゃん、今回は縁結びの神社巡りのため

に宮崎に来たんでしょう？

サチちゃん…そうそう。題して、恋愛運アップのためのスピ

リチュアルトリップ。今回の一番の目的は南郷町の榎原神

社。祭神はアマテラスオオミカミだけど、摂社の桜井神社

には、縁結びの力があったといわれる万寿姫が祀られてい

るんだよね。当時の飫肥伊東藩主に万寿姫が進言をした

ところ、子宝に恵まれたことから、多くの人が彼女を頼って

参拝するようになったんだって。ここのハートの絵馬に恋の

願いを書いて、お守りと恋みくじも引いてきたよ。

アイちゃん…ハートの絵馬って珍しいね。

サチちゃん…あと門川町の中山神社にも行ってきたよ。ここ

は縁結びで有名な出雲大社の分霊、オオクニヌシノミコト

とスクナヒコノミコトにオオヤマツミノミコトとカグツチノミコ

トを祭神として祀っているんだ。口コミで縁結びにご利益が

あるって言われているの。こけしが２つ入ったお守りが人気

みたいだから、ばっちりお受けしてきたよ。

アイちゃん…サチちゃん地元の私より詳しいんじゃない？　

神社はばっちりだね。じゃあ私は、恋の願いが叶うスポット

を教えてあげる。まずモアイで有名な日南市のサンメッセ日

南。ここのモアイ岬には7体のモアイが立っているんだけ

ど、そのうち左から３番目のモアイの前で写真を撮ったり、

触ったりすると恋愛運がアップすると言われているんだって。

カップルで訪問すると、結婚できるとも言われているんだよ。

サチちゃん…そういえば、美郷町（南郷区）の恋人の丘も

カップルで訪れる人が多いんだよね。

アイちゃん…そうそう。恋人の丘には韓国の「百花亭」を再

現した六角形の東屋があるんだけど、そこに「絆の鐘」とい

う一対の鐘があるの。恋人、親子、兄弟姉妹などで鐘を

鳴らすと、より絆が強くなって、愛を誓うと永遠に壊れるこ

とはないと言われているんだよ。この鐘を鳴らしたカップル

が、いつしか南京錠なんかの鍵をかけて帰るようになって、

今では近くのフェンスいっぱいに鍵が下がっているよ。

サチちゃん…好きな人が見つかったら、行きたいなぁ。

アイちゃん…じゃあその時に、日向市のクルスの海にも行く

といいよ。海岸から突き出した岩礁が、浸食されて十文字

に見えることから、クルスの海と言われるようになったん

だ。展望所には、恋人同士が寄り添うようなモチーフのモ

ニュメント・クルスの鐘があるんだけど、この鐘を恋人同士や

家族で鳴らすと絆が深まるんだって。

サチちゃん…今回は縁結びのための神社巡りだったけど、

今度は好きな人と絆を深める旅に絶対来たいなぁ。

恋におすすめの
スピリチュアルスポット

宮崎県内には、恋の願いを叶えるため、

恋人たちが永遠に結ばれることを祈るため、

知る人ぞ知る恋におすすめのスポットが口コミで広まっています。

そんな恋愛にまつわる観光スポットを巡るために、

宮崎県外に住むサチちゃんが

宮崎在住の友人アイちゃんを頼ってやってきました。

榎原神社●Tel.0987（68）1028

中山神社●Tel.0982（63）5754

サンメッセ日南●Tel.0987（29）1900

美郷町南郷支所企画観光課（恋人の丘）●Tel.0982（59）1600

日向市観光振興課（クルスの海）●Tel.0982（52）2111

❶

❷

❸

❹

❺

❷

❻

❼

❽

❾

❺❻サンメッセ日南♥小高い丘の上から日
向灘を見渡せる景観の美しいテーマパー

ク。イースター島の許可を得て完全復刻され

たモアイが海を背に並びます。

❼恋人の丘♥丘を見下ろす小高い丘にある展
望所。六角形の東屋には、韓国から友好の証とし

て贈られた絆の鐘があります。

❽❾クルスの海♥展望台から見ると岩の形状
が「叶う」という文字に見えることから、願いが

叶うという言い伝えがあります。

sachi

ai

P00❶A

P00❶A

P32❷D

P30❸C

P30❸E

❸❹中山神社♥その昔、狭い参道の石
段で男女がすれ違う時に恋が芽生え、

いつしか縁結びで有名になったという

言い伝えがあります。

❶❷榎原神社♥飫肥藩主伊東祐久公の寄
進により建立。境内には樹齢600年の夫婦

クスがあることでも知られます。 P32❹B

P28❹D
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宮崎・日南の旅

この神社こそがみそぎの原点

江田神社・みそぎ池・青島（宮崎市）、

潮獄神社（北郷町）、鵜戸神宮（日南市）

多くの神々が産まれた禊ぎ発祥の地

江田神社・みそぎ池❶ （宮崎市）

10世紀の初期に完成した「延喜式」の中にも記載される、古

くから重用された由緒ある神社。祝詞の中に「かけまくもかし

こきイザナギノオオカミ、筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原

に禊ぎ祓えたまいしに・・・」とある、阿波岐原はこの地のことを

指し、禊ぎ発祥の地として知られています。また禊ぎの際

に、イザナギノミコトが祝詞を唱えて穢れをはらったことか

ら、祝詞発祥の地でもあるといわれています。祭神は日本最

古のご神体、国産みを行ったイザナギノミコト、イザナミノミ

コト。日本で最初に夫婦になった神として、安産の神や縁結

びの神としても親しまれ、安産や縁結びを祈願するために参

拝し、お守りを求める人も多いようです。

また江田神社の裏手から市民の森へ抜けて左手に5分ほど

進むと、イザナギノミコトが黄泉の国の穢れをはらうために、

禊ぎを行ったといわれるみそぎ池（御池）もあります。この辺り

は、かつて渚であったと言われ、流れが速い「かみつせ」と流

れが遅い「しもつせ」の真ん中にあって丁度いい流れの「なか

つせ」で禊ぎをしたため、みそぎ池は別名「なかつせ」とも言

われるのだとか。この禊ぎの際に、左目を洗うとアマテラス

オオミカミ、右目を洗うとツクヨミノミコト、鼻を洗うとスサノ

オノミコトが現れたと伝えられています。多くの神々の原点と

もいえるだけに、厳かな雰囲気が漂います。

海幸彦・山幸彦伝説の舞台となった日向灘の聖地

青島❷ （宮崎市）

宮崎市の南部、弧状に伸びる青島海岸の沖に浮かぶのが日

南海岸きっての観光スポット・青島。海幸彦・山幸彦伝説の舞

台と言われており、周囲1.5kmほどの島の中心には山幸彦で

あるホオリノミコト、妻のトヨタマヒメ、その二人を引き合わせ

たシオツチノカミを祀る青島神社が鎮座。毎年、プロ野球の

キャンプシーズンになると、巨人軍が必勝祈願に訪れること

で知られています。祭事は神話にちなみ、夏は氏子たちが神

輿を担いで海を渡る「海を渡る祭礼」や、冬には男女約300名

が神社前の海で禊ぎを行う「裸参り」などが有名。元文２年以

前までは霊地として一般の入島が許されていなかったため、

聖地として保護されてきた神社の周りは亜熱帯植物や自生し

たビロウ樹が5000本以上も繁ります。また、島全体が鬼の

洗濯板と呼ばれる波状岩に囲まれ、植物・岩石ともに国の天

然記念物に指定されています。

江田神社●Tel.0985（24）2538[現宮司]

青島神社●Tel.0985（65）1262

みそぎ池

江田神社

P31・❸D

P31・❺D

❶

❷

❹

❸

全国で唯一、海幸彦を祀る山間の静かな神社

潮嶽神社❸ （北郷町）

海幸彦・山幸彦の伝説の中で、弟の山幸彦であるホオ

リノミコトに釣り針を貸したのが、海幸彦ことホデリノミ

コト。北郷町と宮崎市田野町を結ぶ県道28号線沿い

にある潮嶽神社はその海幸彦を祀る全国でも唯一と言

われる神社です。海幸彦はのちに海の宮から帰った山

幸彦との戦いに敗れ、服従を誓いますが、そのときに

居を構えたのがこの地だと伝えられています。海幸彦

は、後に隼人族の祖となったとも伝えられています。本

殿は天保３（1832）年に飫肥藩主・伊東氏が寄進したと

言われ、代々の飫肥藩主に崇拝されました。

この地域一帯では、海幸彦・山幸彦の伝説にちなみ、縫い針の貸し借りを禁じる風

習が残っており、２月に行われる春大祭では、山の猟師が猪の頭を、海の漁師はマ

グロを奉納し、豊作を祈って稲千穂のモミをまく「福種下ろし（ふくたねおろし）」とよ

ばれる神事が行われます。 潮嶽神社●Tel.0987（55）3252[宮司・佐師]

P32・❷C

え　　　だ　　じん　　じゃ いけ

あお　　しま

うしお　だけ　　じん　　じゃ
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太平洋の大パノラマをバックに野生馬に親しむ

●都井岬 （串間市）

日南海岸の最南端に位置する都井岬は、

４kmほど突き出した岬のところどころで草

を食む野生馬の姿がみられる景勝地で

す。ここの野生馬は御崎馬とも呼ばれる日

本在来種の貴重な馬。もともと高鍋藩秋

月家が軍馬や農耕馬の生産のため、この

場所に藩営牧場をつくったのがはじまりとさ

れています。当初より、ほとんど人の手を

加えない放牧が行われていたため、体高

が低くずんぐりとした風貌ながら、体力があり粗食にも耐えられる御崎馬は、日本書紀の中で推古天皇が

「馬ならば日向の駒」という短歌を詠んだといわれるほどでした。今でもその血脈を野生のままに保ってお

り、昭和28年には国の天然記念物に指定されましたが、人懐っこい性格で、現在では都井岬観光ホテル

前に設置されたパドックで触れ合うこともできます。また、岬入り口のゲートでは、野生馬の保護育成管

理のため車1台400円とバイク１台100円の協力金が必要です。 都井岬ビジターセンター●Tel.0987（76）1546

本物の自然が生む名水と森林浴でリフレッシュ

綾の照葉樹林・●照葉大吊橋 （綾町）

九州中央山地から続く綾町の北西部に広がる照葉樹林地

帯。日本最大の広さを誇り、東の白神山地のブナの原生

林と対比して、森林の西の横綱と言われています。照葉

樹は、カシ、シイ、タブ、クスなどの一年中緑の葉をつけ

ている広葉樹のこと。その葉は厚く光沢があるため、照葉

樹と言われています。古くから人類の文化の発達と密接な

関係を持っていたため、人類のルーツと言える森です。そ

してこの原生林からは名水百選にも選ばれた綾の水が湧

出しています。この照葉樹の原生林の姿を目の当たりにで

きるのが「照葉大吊橋」です。長さ250ｍ、幅1.2ｍの綾南

川に架けられた森へと伸びる吊り橋で、橋を渡りきると、山の斜面に沿った約２Kmの自然遊歩道が続いて

います。この照葉樹に覆われた道で、野鳥のさえずりや木々を抜ける木漏れ日を浴び、綾の自然を体一

杯に体験することができます。太古の昔から息づく原生林で、木々のパワーを体中に吸い込みませんか。

歴史の面影を垣間見る九州の小京都

●飫肥城下 （日南市）

綾町産業観光課（照葉樹林）●Tel.0985（77）1111　照葉大吊橋●Tel.0985（77）2055

日南市の西部に位置する飫肥地区は九州の小京都とも

呼ばれ、かつて日向の地頭だった伊東家第十九代祐兵

が築いた飫肥城跡を中心として、五万一千石の城下町

が栄えたところです。現在、本丸の姿は残っていません

が、昭和53年に樹齢100年の飫肥杉を使い復元された

大手門をはじめ、犬馬場一帯の累壁や飫肥石を使った

石垣は当時のままの姿を残しています。城の周囲には

370年前の町筋を残す武家屋敷や、当時の面影を残す

旧家の石垣や庭先、商家の町並みが残り、かつて「水

郷飫肥」とも呼ばれた町内の水路には色鮮やかな鯉が泳ぐ姿も見られます。

また、飫肥は1905年の日露講和条約（ポーツマス会議）に臨んだ明治の外交

官・小村寿太郎の生誕地でもあり、小村侯の遺徳を学ぶ記念館や、小村寿

太郎をはじめ多くの偉人を生んだ藩校・振徳堂なども現存しています。

日南市商工観光課●Tel.0987（31）1134

2222

P32・❻CP31・❷A

P32・❸Cお乳の神様と慕われる安産と育児祈願のよりどころ

鵜戸神宮❹ （日南市）

山幸彦の妻となったトヨタマヒメが、神武天皇の父でもあるウ

ガヤフキアエズノミコトを産んだとされる鵜戸神宮は、日向灘の

荒波が押し寄せる岸壁の洞窟に朱色の本殿を持つ全国でも珍

しい神社。産屋に鵜の羽を葺き終える前に生まれたため名づけ

られたミコトを主祭神として祀っています。社殿裏にはトヨタマヒ

メがワニ（龍ともサメとも言われる）の姿になって出産する姿を

夫である山幸彦に見られ、海の宮へ帰る前に生後間もないミコ

トのために乳房を残して行ったと伝えるお乳岩があり、今も絶

え間なく岩清水を滴らせています。そのため鵜戸神宮は安産･

育児祈願のよりどころとなっています。このお乳岩の岩清水で

作る「おちちあめ」はお土産としても人気です。本殿前の海に突

き出た亀石には四角の穴が空いており、男性は左手、女性は

右手で運玉（５個100円）を投げ入れ、穴に入れば願いが叶う

と言われています。 鵜戸神宮●Tel.0987（29）1001

P32・❷D

C

B

A

う　　　ど　　じん　　ぐう

あや　　　　　しょう　　よう　　じゅ　　りん てる　　は　　おお　　つり　　ばし

お　　び　　じょう　　か

と　　　い　　みさき
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都城北諸県の旅

南九州最古の神殿

東霧島神社・早水神社・関之尾の滝（都城市）

後ろを振り向かずに願い事を唱えよう

東霧島神社❶ （都城市）

霧島六社権現の一つ。山岳信仰の神社で、イザナギノミコト

を主祭神として祀っています。本殿に続く乱れ積みの鬼岩階段

は、昔この地で悪事を働いた鬼が、願いを叶えてもらうため一

晩で積み上げたという伝説が残るもの。別名・振り向かずの坂

とも言われ、後ろを振り向かずに願い事を唱えながら上りきる

と願いが叶うと言われています。階段の手前にある小さな池・故

有谷（ゆやたに)に残る割裂神石は、まるで大きな刃物でスッパ

リと切られたような姿。これはイザナギノミコトが妻の死を悲しみ、流した涙ででき

たと言われ、この石を、「今後再び、このような災難に世人が遭わないように」と祈

りを込めて、剣で三段に切ったと伝えられています。 東霧島神社●Tel.0986（62）1713

美人になれる？髪長姫にちなんだ湧水が伝わる

早水神社❷ （都城市）

霧島四十八池の１つとされる

豊富な湧水を源とした６つの

池を中心に、アヤメ園や万葉

植物園などがある早水公園。

この池のほとりに早水神社があります。主祭神は応神天

皇、諸県君牛諸井（モロカタノキミウシモロイ）、髪長姫。

姫は、日向一帯を支配した豪族・諸県君牛諸井の娘で絶世

の美女だったとか。後に仁徳天皇の妃となりますが、ここの

湧水を産湯に使ったと言われています。そのため、湧水を

飲み、顔や手を洗うと美人になると言い伝えられています。
都城市商業観光課●Tel.0986（23）2615

大淀川の支流庄内川にかか

り、大滝と男滝、女滝の３つ

からなります。この大滝は、

幅４０ｍ、高さ１８ｍで水量も

多く迫力があり、日本の滝100選にも選ばれています。ま

た、男滝、女滝には、恋人同士でそれぞれの滝に酒を流

すと結ばれるという言い伝えもあります。滝の上流には、

国指定天然記念物の甌穴群があります。甌穴は、溶結

凝灰岩の川床に、水の力で長い歳月をかけて深い窪みが

刻み込まれたもので、一帯に数千個あります。
都城市商業観光課●Tel.0986（23）2615

西諸の旅

もう一つの天孫降臨伝説

高千穂峰・霧島東神社・狭野神社・霞神社（高原町）、

霧島岑神社（小林市）、

白鳥神社・田の神さあ（えびの市）

龍馬とその妻おりょうによる「日本最初の新婚旅行」の地

高千穂峰と霧島東神社❶ （高原町）

宮崎県と鹿児島県の県境に位置する高千穂峰は、

標高1573mの複合火山として霧島屋久国立公園

に属しています。天孫降臨の地である高千穂峰が

宮崎県の高千穂町かあるいは高千穂峰か、現在も

論議が続いていますが、霧島連峰の最南端にある

高千穂峰山頂には、ニニギノミコトが降臨した際に

突き刺したといわれる「天の逆鉾」が現在も残ってい

ます。天の逆鉾は、三叉の剣で鉄あるいは銅製、

長さ138cm、周囲26cmの大きさ。一説によると

奈良時代には既にあったとされています。この剣

は、イザナギとイザナミの天の沼矛(あめのぬぼこ)

であるとか、ニニギノミコトが雲の上から地上に降り

立つ場所をさぐるために使った後、山頂にさかさに

立てたものであるとする説も残されています。

また、1866（慶応２）年には坂本竜馬が妻おりょうと日本初の

新婚旅行で霧島を訪れ、天の逆鉾を見るために高千穂峰に

登ったエピソードも残っています。そして、この天の逆鉾をご

神宝とするのが御池の近く、高千穂峰への登山ルートでもあ

る高台に鎮座する霧島東神社。登山口には天の逆鉾を模し

た石柱もあり、ニニギノミコトが天孫降臨された際に、初めて

祖先の神々を祀ったところと伝えられ、イザナギノミコト、イ

ザナミノミコトなどを祭神としています。12月には、不浄を祓

うために真剣を使って舞う祓川（はらいがわ）神楽が奉納され

ます。
高原町まちづくり推進課●Tel.0984（42）2111

P33・❸BP33・❷B

P33・❸C 男滝と女滝に伝わる男女の仲を結ぶ言い伝え

関之尾の滝❸ （都城市）

P33・❸B

霧島東神社

高千穂峰

24

❶

❷❸
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つま　　きり　　しま　　じん　　じゃ

はや　　みず　　じん　　じゃ せき　　の　　　お　　　　　たき

たか　　ち　　ほの　　みね きり　　しま　ひがし　　じん　　じゃ
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❸
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熊襲征伐に関連深いヤマトタケルを祀る

白鳥神社・田の神さあ❺ （えびの市）

県内各地に点在する個性豊かな温泉

宮崎の温泉

えびの市観光商工課（白鳥神社・陣の池）●Tel.0984（35）1111

宮崎は知る人ぞ知る温泉豊富な地域。各地に宿泊や

日帰り温泉を楽しめる施設があります。海が近い地域

では、塩分を含みつるりとした肌触りのいわゆる美人

の湯と言われる温泉が多く見られます。宮崎市の大淀

川河畔のたまゆら温泉（P31・❹C）は弱アルカリ性ナト

リウム塩化物泉、また亜熱帯植物が繁茂する青島のあ

る青島リゾート地域では含食塩重曹泉で、海を見なが

ら温泉を楽しめる露天風呂などが人気です。また、霧

島連山の麓、高原町の高原温泉郷（P33・❸C）は昔か

ら湯どころとして知られる土地。全国でも珍しいサイ

ダー温泉と言われる炭酸鉄泉を持つ温泉をはじめ、炭酸水素塩泉の温泉宿などが並んでいます。変り種

は、野尻町のゆ～ぱるのじり（P33・❷C）のバラ風呂やハーブ風呂。毎朝摘みたてのバラを使ったお湯

は、バラのアロマに包まれ女性に喜ばれています。この他にも、県内各市町村に温泉が点在。火山がも

たらす大地の恵みのパワーで体を芯から癒します。

参道の狭野杉が作り出すスピリチュアルな雰囲気

狭野神社❷ （高原町）

一目見ると幸福になれる白蛇が棲む

霞神社❸ （高原町）

狭野神社●Tel.0984（42）1007

古くから、農業、畜産、疾病、縁結び、開運の神様

として、人々から慕われ、また藩政時代には領主島津

家の信仰も厚かったと言われています。「霞」とは、修

験道の縄張りを意味し、かつて、山岳信仰が盛んだっ

た霧島六社権現参りを行う前に、修験者たちがここに

詣で、修行の無事と安泰を祈願したという。この社殿

裏の岩窟には白蛇が棲息するといわれており、その姿

を見たものは幸福になれるといわれています。

霧島六社権現の一つ。もともと霧島山中央六社権現と呼ば

れており、中央権現の名が示すとおり、六社の中で最も格

の高い社であったとされています。初めは霧島の中腹に建て

られていましたが、霧島の噴火のたびに社殿を焼失、その都

度遷座し、現在の場所に移ったのは明治6年です。祭神はニ

ニギノミコトからウガヤフキアエズノミコトまでの日向三代とそ

れぞれの妻。この女神三柱に縁結びの願いをすると叶えられ

ると言われています。
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神武天皇が若い頃に名乗っていた狭野命（サノノミコト）に由来

する神社であり、この狭野の地が神武天皇生誕の地とされ

ています。創建は二千数百年も前と言われている古い神社

で、ひっそりとしながらも威厳のある雰囲気の境内には鳥居

から本殿に繋がる長い参道があります。両脇には豊臣秀吉の

朝鮮出兵に従軍した藩主島津義弘が、無事凱旋したお礼と

して挿し木奉納したという樹齢400年以上のものが残る狭野

杉の巨木が並びます。神社には江戸時代に複製されたという

能の流れを組む神宝・神楽面も納められていますが、こちらは

お目にかかる事もできない門外不出の秘宝。12月の第一土

曜日に行われる狭野神楽は、修験道の流れを汲む貴重な文

化遺産として無形民俗文化財にもなっています。神楽33番の

うち11番もが真剣を使った剣舞であり、その勇壮で激しい舞

いは見るものを圧倒します。

白鳥山の中腹にあり、熊襲征伐の軍神ヤマトタケルノミコトを

祀っています。死後白鳥になって長い間霧島山中に住んでいた

ヤマトタケル。しかし、性空上人の法華経の読経と徳に感化さ

れ、老人の姿で現れ、その縁で性空上人が創建したと伝えられ

ます。昔から軍神の神社として島津氏の篤い信仰を受け、戦国

時代には、軍を興すたびに勝利を請願。数多くの献上品が伝

わっています。最近では、受験の神様として参拝する人が多い

ようです。

田の神さあとは、えびの市などの方言で田の神のこと。田の神

さあは、冬は山の神として山をおさめ、春は里に降りて水田を

守る田の神となって豊作をもたらすと信じられています。えびの

市には、約150体の田の神が残されており、現存するえびの

市の最古は、享保9（1724）年に作られたものだそうです。

たまゆら温泉

P33・❷AP33・❸C

P33・❸C 皇祖3代の妻の女神が叶える縁結び

霧島岑神社❹ （小林市）

P33・❷B

田の神さあ

白鳥神社

高原町まちづくり推進課●Tel.0984（42）2111 小林市観光協会●Tel.0984（22）8684

さ　　　の　　じん　　じゃ

かすみ　じん　　じゃ きり　　しま　　みね　　じん　　じゃ

しら　　とり　　じん　　じゃ た　　 　　　かん
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宮崎県北部の旅

宮崎県北部の旅

西都児湯の旅

日向入郷の旅

日向入郷の旅

西都児湯の旅

宮崎・日南の旅宮崎

都城北諸県の旅

西諸の旅

スピリチュアル宮崎・お役立ちマップ

2828 29

●❶
●❷●❸

●❹
●❺

●A

●B

●C

●D

●❶
●❷

●❸

●❹

●❶

●❷❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺❺●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●2

3

4

5

飛行機で 高速バスで

船で

JRで（特急）

●宮崎へのアクセス

東　京
名古屋
大　阪
沖　縄
福　岡
長　崎
広島西
ソウル

宮　崎（ANA、JAL、SNA）

宮　崎（ANA）

宮　崎（ANA、JAL、JAC）

宮　崎（ANA）

宮　崎（JAL）

宮　崎（ORC）

宮　崎（JAC）

宮　崎（アシアナ）

1時間30分

大　阪 宮　崎（毎日）12時間20分

1時間10分

1時間

1時間20分

40分

福　岡
福　岡
熊　本
鹿児島
長　崎

宮　崎
延　岡
宮　崎
宮　崎
宮　崎

約4時間

約4時間20分

約3時間

約2時間50分

約5時間

博　多
小　倉
熊　本
大　分
鹿児島中央

宮　崎
宮　崎
宮　崎
宮　崎
宮　崎

約5時間
（九州新幹線経由で約4時間30分）

（九州新幹線経由で約3時間）

約4時間20分

約4時間30分

約3時間

約2時間

40分

55分

100分

●お問い合わせ

ANA 　0120-029-222

JAL・JAC 　0120-25-5971

SNA 　0120-737-283

アシアナ ☎0985-35-0011

ORC 　0120-848-909

宮崎カーフェリー ☎0982-55-9090

宮崎交通高速バス予約センター

（宮崎）☎0985-53-1000

（延岡）☎0982-22-3300

JR宮崎駅 ☎0985-23-3454

高千穂神社高千穂神社
高千穂峡

三ヶ所神社三ヶ所神社
浄専寺の桜浄専寺の桜

夕日の里夕日の里
天岩戸神社天岩戸神社

荒立神社荒立神社

見立渓谷見立渓谷

延岡城跡延岡城跡

中山神社●中山神社●

日豊海岸国定公園日豊海岸国定公園

大御神社大御神社

馬ヶ背馬ヶ背

福瀬神社のハナカガシ福瀬神社のハナカガシ

大久保のヒノキ大久保のヒノキ

十根川地区十根川地区

神門神社神門神社

樅木尾有楽椿樅木尾有楽椿

都萬神社都萬神社

都農神社都農神社

●クルスの海●クルスの海

恋人の丘●恋人の丘●
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１

6

7

31 333331 3232

照葉大吊橋照葉大吊橋

江田神社江田神社

青島青島

去川のイチョウ去川のイチョウ

清武の大クス清武の大クス

内海のアコウ内海のアコウ

鵜戸神宮鵜戸神宮

潮嶽神社潮嶽神社

飫肥城下飫肥城下

都井岬都井岬

霧島東神社霧島東神社

狭野神社狭野神社

霞神社霞神社

霧島岑神社霧島岑神社

白鳥神社白鳥神社

東霧島神社東霧島神社

関之尾の滝関之尾の滝

早水神社早水神社

●榎原神社●榎原神社

サンメッセ日南●サンメッセ日南●

●たまゆら温泉●たまゆら温泉

ゆ～ぱるのじり●ゆ～ぱるのじり●

●高原温泉郷●高原温泉郷


