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はじめに

新聞に折り込まれる2016年2月のタウン誌に、「相模七福神めぐり」が載っていました。3

つの七福神は座間市の寺院にあり、残りの4つは海老名市の寺院にあることが分かったの

で、我が家から近場であることより早速訪ねてみました。これが私の「七福神めぐり」の最初

で、これまでに 25 ヶ所の七福神めぐりを行いました。

七福神は信仰の神様とは知っていましたが、あらためて七福神について調べ本誌にまと

めるとともに、私がこれまでに見てきた七福神を紹介します。

＜補足＞

七福神は、拝観不可や撮影禁止の場合がありました。そのような七福神は、本書ではイ

ンターネットより引用してその旨記述しています。
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1． 七福神とは

（1） 七福神の由来（出典：インターネット）

七福神とは、大黒天、毘沙門天、恵比寿天、寿老人、福禄寿、弁財天、布袋尊の七つの

神様の総称です。「七難即滅、七福即生」の説に基づくように、七福神を参拝すると七つの

災難が除かれ、七つの幸福が授かるといわれています。七福神の信仰は、室町時代の末

期のころより生じ、当時の庶民性に合致して民間信仰の最も完全な形となって育てられて

きました。特に農民、漁民の信仰として成長し、現代に今も生き続けてきたのです。

（2） 七福神の説明（出典：インターネット）

表 1 に七福神の説明を示します。

表 1 七福神の説明

No. 名称 説 明

1 大黒天 大自在天の化身ともいわれ、大国主命と神仏習合

したものである。一度仏となったが、人々に福徳を授

けるために再びこの世に現れたという。大地を掌握す

る神様（農業）でもある。大きな袋を背負い、打出小槌

をもち、頭巾をかぶられた姿が一般によく知られてい

て財宝、福徳開運の神様として信仰されている。

2 毘沙門天 四天王の一仏で、別名「多聞天」といい、七福神の

中で、唯一の武将の姿をしていて、右手に宝棒、左手

に宝塔、足の下に邪鬼天の邪鬼を踏みつけている。

七福神では、融通招福の神として信仰されている。

3 恵比寿天 七福神中で唯一の日本の神様。いざなみ、いざなぎ

の二神の第三子といわれ、満三歳になっても歩かなか

ったため、船に乗せられ捨てられてしまい、やがて漂着

した浜の人々の手によって手厚く祭れたのが、信仰の

はじまりと伝えられている。左手に鯛をかかえ右手に

釣竿を持った親しみ深いお姿の、漁業の神で、特に商

売繁昌の神様としても信仰が厚い。

4 寿老人 福禄寿と同じく星の化身で、にこやかな微笑みをたた

え、手には巻物を括り付けた杖、そして団扇や桃などを

持ち、鹿を従えた姿が一般的に知られている。団扇は難

を払い、桃は長寿のしるしで、鹿もまた長寿の象徴であ

る。長寿延命、富貴長寿の神として信仰されている。
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5 福禄寿 名前は、幸福の福、身分をあらわす禄、寿命を表わす

寿の三文字からなり、中国、道教の長寿神。南極老人星

の化身であり中国の村や町に住み、人々の信仰を集め

たといわれる仙人である。長い頭、長い顎鬚、大きな耳た

ぶをもち年齢千歳という。長寿、幸福の徳を持ち、鶴と亀

を連れて、左手に宝珠、右手に巻物を括り付けた杖をも

つ姿が特徴である。招徳人望の神様として信仰されている。

6 弁財天 七福神の中で唯一の女神で、元はインド河（水）の神

であったが、やがて音楽の神、言語の神となり日本に伝

わった当初は、弁才天と呼ばれた。その後、財宝・芸術

に関係深い吉祥天の性格が吸収され弁財天といわれる

ようになり、財宝を授けてくださる神へとなったものであ

る。知恵財宝、愛嬌縁結びの徳があるといわれている。

7 布袋尊 弥勒菩薩の化身といわれ、いつも笑顔を絶やさず人々

に接していた人で、大きな袋には宝物がいっぱい入って

いて、信仰の厚い人に与えられたという。笑門来福、夫婦

円満、子宝の神として信仰が厚い。

（3） 七福神の所在場所

七福神が置かれているパターンは、表2に示すように色々あります。七福神めぐりとは七

福神の一つ一つを見て（参拝して）回ることなので、表 2 の No.1 と 2 の場合でしかできませ

ん。

表 2 七福神の所在場所

No. 所在場所 例 説 明

1 限られた地域

の寺社に存在

相模七福神

秦野七福神

藤沢七福神

相模や湘南など限られた地域の 7 ヶ所の寺社に点

在しているので、徒歩又は車で時間をかけて見て

回ります。これが「七福神めぐり」です。

2 寺社の境内や

参道に点在

五所神社

榛名神社

狭い境内や短い参道に点在する場合では、直ぐに

見終わってしまいますが、参道が約700mの榛名神

社では、時間をかけて見て回る楽しみがあります。

3 寺社の一ヶ所

に存在

広沢寺

常泉寺

秋葉神社

その場で全て見て参拝します。七福神めぐりはでき

ません。

（4） 七福神めぐり

七福神めぐりとは、七福神（大黒天、毘沙門天、恵比寿天、寿老人、福禄寿、弁財天、布

袋尊）を祭る寺社を巡拝することです。

七福神めぐりの楽しみには表 3のようなものがあります。
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「箱根七福神」の色紙

（インターネットより引用）

表 3 七福神めぐりの楽しみ

楽しみ 説 明

歩く楽しみ 七福神めぐりのコースは、ほとんど徒歩で 2 時間前後のコースで

す。単に歩くだけではなく、七つの寺社をめぐる歩く楽しみがあります。

探検する楽しみ 知らない街を探検する楽しみがあります。何かきっかけがなけれ

ば、なかなか知らない街を歩くことはありません。意外な発見がありま

す。

集める楽しみ 各コースでは、たいがい工夫

をこらした神像（人形）や御朱印

などを授与しています。これら

を集める楽しみがあります。右

は「箱根七福神」の色紙で、色

紙には予め七福神の名称と寺

社名が印刷されています。七福

神めぐりをする方はこの色紙を

買い求め、回った寺社で御朱

印を押してもらいます。色紙は

500～1,000円で、御朱印は一ヶ

所につき 300 円を納めます。色

紙が 500 円だと、全部で 2,600

円要し納めます。

自然を楽しむ 各コースの沿道や寺社に咲く草花を楽しむこともできます。

建物を楽しむ 各寺社の建物を見ても楽しいです。

ご利益を楽しむ 七福神にお願いごとをします。ご利益があるかどうかわかりません

が、それを期待する楽しみがあります。

（5） 七福神の材料

私が見て回った七福神は、石製、金属製、木製です。小さな観賞用のものには、象牙製、

珊瑚製、陶器製などがあります。石製、木製、象牙製、珊瑚製は彫って（削って）作ります。

金属製は鋳造で作り、陶器製は粘土で形を作り焼いて作ります。

象牙製の七福神の置物 （インターネットより引用）
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2． 七福神めぐり・・・限られた地域の寺社に存在する七福神

（1） 相模七福神（海老名市、座間市）

3 つの七福神は座間市の寺院に、4 つの七福神は海老名市の寺院にあります。我が家

から近いので、早速車で行き参拝しました。

恵比寿天

（浄土寺、座間市）

寿老人

（宗仲寺、座間市）

大黒天

（妙元寺、海老名市）

毘沙門天

（本覚寺、海老名市）

福禄寿

（増全寺、海老名市）

宗仲寺の本殿

（座間市）
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（2） 横浜瀬谷八福神（横浜市）

横浜瀬谷地区の八福神は、7

人の神様に七転八起で知られる

ダルマ大師を加えた、全国でも

珍しいものです。相模鉄道の瀬

谷駅を拠点とした、南北それぞ

れ 4 つの寺院をめぐって八福神

を参拝します。

弁財天

（龍源院、座間市）

布袋尊（インターネットより引用）

（善教寺、海老名市）

大黒天

（妙光寺）

ダルマ大師

（長天寺）

「横浜瀬谷八福神めぐり」のご朱印マップ
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毘沙門天

（徳善寺）

恵比寿天

（善昌寺）

寿老人

（全通院勢至堂）

福禄寿

（宗川寺）

弁財天

（寶蔵寺）

布袋尊

（西福寺）
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（3） 三浦七福神（三浦市）

三浦市内に点在する 5 つの寺院と 2 つの

神社によって構成されます。開帳期間は1月

1～31 日までなので、訪れた 2月では参拝で

きない七福神が 3 ヶ所ありました。参拝でき

なかった七福神の写真はインターネットより

引用しました。

壽福大黒天

（延壽寺）

白浜毘沙門天 （インターネットより引用）

（慈雲寺）

長安寿老人の額

（白髭神社）

鶴園福禄寿

（妙音寺）

金光恵比須尊

（圓福寺）
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（4） 鎌倉・江の島七福神（鎌倉市、藤沢市）

鎌倉市と藤沢市にある 8 ヶ所の寺社から構成される七福神めぐりです。弁財天は鶴岡八

幡宮と江島神社の 2 ヶ所で参拝します。

毘沙門天（インターネットより引用）

（宝戒寺）

大黒天

（長谷寺）

夷尊神

（本覚寺）

寿老人

（妙隆寺）

筌龍弁財天 （インターネットより引用）

（海南神社）
桃林布袋尊 （インターネットより引用）

（見桃寺）
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（5） 藤沢七福神（藤沢市）

毘沙門天を祀る神社が 2 社あるので、8 か所の寺社をめぐります。全てめぐりスタンプを

集めると、記念品の「開運干支暦手拭い」を 100 円で買い求められます。

福禄寿（インターネットより引用）

（御霊神社）

弁財天（インターネットより引用）

（旗上弁財天社、鶴岡八幡宮）

妙音弁財天と八臀弁財天

（インターネットより引用）

（弁天堂、江島神社）

布袋尊

（浄智寺）

藤沢七福神めぐりの

スタンプラリー

完歩の記念品の「開運干支暦手拭い」

（枠を付けました。）
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大黒天

（諏訪神社）

毘沙門天

（白旗神社）

毘沙門天（インターネットより引用）

（龍口寺）

恵比寿天（インターネットより引用）

（皇大神宮）

寿老人

（感応院）

福禄寿

（常光寺）
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（6） 相州村岡七福神（藤沢市）

住民のきずなを深めようと村岡郷土史研

究会が発案し、2008 年にできた七福神です。

七福神は全て御影石です。

相州は相模の国の別名で、相模の国は神

奈川県の大部分が該当します。

妙音弁財天と八臀弁財天

（インターネットより引用）

（弁天堂、江島神社）

布袋尊

（養命寺）

大黒天

（大神宮）

毘沙門天

（弥勒寺）

恵比寿

（柄沢神社）
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（7） 相州小出七福神（茅ケ崎市）

相州小出七福神は、茅ケ崎里山公園を囲むように点在する寺院にある七福神です。善

谷寺で七福神のタオルを頂きました。富士山が描かれているのは、茅ケ崎市から富士山が

よく見えるからでしょうか。

大黒天

（宝蔵寺）

善谷寺で頂いた七福神のタオル

寿老人

（御霊神社、藤沢市宮前）

福禄寿

（御霊神社、藤沢市川名）

布袋尊

（荒神社）

弁財天

（日枝神社）
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毘沙門天

（妙伝寺）

恵比寿天

（来迎寺）

寿老人

（白峰寺）

福禄寿

（善谷寺）

弁財天（蓮妙寺）・・・ご開帳されてないの

で、弁財天は参拝できませんでした。

布袋尊

（正覚院）
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（8） 湘南ひらつか七福神（平塚市）

「湘南ひらつか七福神」は 2011 年 7 月に発足した平塚市の新観光スポットです。平塚駅

を中心に総距離 8km、徒歩約 3時間で巡拝できます。

大黒天

（妙安寺）

毘沙門天

（春日神社）

恵比寿天

（三嶋神社）

寿老人

（長楽寺）

福禄寿

（善性寺）

「湘南ひらつか七福神」の色紙

（インターネットより引用）
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（9） 七福神と鶴亀めぐり（秦野市）

秦野盆地の南に位置し雄大な丹沢の山々を望む南はだの村で、七福神と鶴亀をめぐる

ものです。車でめぐりましたが、全てをめぐり 10 個のご朱印を集めました。

大黒天

（出雲大社 相模分詞）

毘沙門天

（西光寺）

恵比寿天

（御嶽神社）

「七福神と鶴亀めぐり」のご朱印マップ

弁財天

（平塚八幡宮）

布袋尊

（蓮光寺）
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寿老人

（白笹稲荷神社）

福禄寿と亀（右手の上にいます。）

（太岳院）

2007 年に改築された太岳院本堂は、

世界的に有名な建築家の安藤忠雄氏の

設計によるものです。

弁財天

（福寿弁財天）

布袋尊

（浄圓寺）

親鶴

（尾尻 八幡神社）

子鶴

（西大竹 嶽神社）
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（10） 小田原七福神（小田原市）

7 ヶ所のうち、1ヶ所は小田急線の「足柄駅」

近くにあり、残りの 6 ヶ所は「小田原駅」周辺

にあります。

大黒尊天

（蓮船寺）

毘沙門天

（潮音寺）

恵比須神

（報身寺）

寿老人

（鳳巣院）

福禄寿

（大蓮寺）
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（11） 箱根七福神（箱根町）

箱根湯本から芦ノ湖までの道沿いに 2 ヶ

所、芦ノ湖周辺に4ヶ所、箱根旧街道の畑宿

に 1 ヶ所と広範囲に点在しているため、車を

使わないと参拝できません。箱根神社の恵

比須社は、4 月 15 日の例祭のときにしかご

開帳されません。

満願弁財天 （インターネットより引用）

（福泉寺）

水掛布袋尊

（圓福寺）

大黒天

（守源寺）

毘沙門天

（駒形神社）

恵比須社

（箱根神社）
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（12） 河口湖黄金の七福神（山梨県富士河口湖町）

河口湖黄金の七福神は、漫談で有名な綾小路きみまろ氏が、富士河口湖町に寄贈した

ものです。

寿老人

（鳳巣院）

福禄寿

（山王神社）

弁財天

（阿字ヶ池弁財天）

布袋尊

（興福院）

大黒天るりびょうたん

（綾小路きみまろのオフィシャルグッズショップ）
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（13） 河津七滝・七福神（静岡県河津町）

河津七滝は、河津町を流れる 河津川 の約1．5kmの間にある7つの滝で、滝の傍に七

福神があります。

毘沙門天 恵比寿天

寿老人 福禄寿

弁財天 布袋尊
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大黒天

（大滝）

毘沙門天

（釜滝）

恵比寿天

（エビ滝）

寿老人

（初景滝）

福禄寿

（蛇滝）

弁財天

（出会滝）

布袋尊

（カニ滝）

大滝（落差 30m、幅 7m）
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（14） 小江戸川越七福神（埼玉県川越市）

川越の七福神は、半日程度で気軽に巡ることができます。道中では蔵造りの町並み、時

の鐘、菓子屋横丁など、小江戸の名所も立ち寄ることができます。

大黒天

（喜多院）

毘沙門天

（妙善寺）

恵比寿天（左）

（成田山川越別院）

寿老人

（天然寺）

福禄寿

（蓮馨寺）

小江戸川越七福神めぐりの

スタンプラリー
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弁財天

（妙昌寺）

布袋尊

（見立寺）
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3． 一ヶ所七福神（一つの寺社内に存在する七福神）

（1） 大谷観音堂（海老名市大谷）

大谷観音堂の隣にえんま堂があり、堂内に七福神の額があります。

（2） 亀ヶ池七福神（相模原市）

亀ヶ池八幡宮は相模原市上溝に鎮座する、鎌倉時代創建と言われる北相模の古社です。

鳥居の先の参拝順路に点在する、ころころとして愛嬌のある七福神石像を撫でながら祈願

します。

大黒天

毘沙門天 恵比寿天

亀ヶ池七福神の鳥居

えんま堂 七福神の額
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（3） あつぎ七沢七福神（広沢寺、厚木市）

広沢寺は、厚木市の広沢寺温泉にあります。七福神は広沢寺の「庫裏」（住職や家族が

住む建物）の玄関内正面に並んでいます。

（4） 七沢七福神（七福神神社、厚木市）

七沢温泉の七沢荘は「ゼロ磁場」のため、パワースポットとして有名です。七沢荘の敷地

内に七福神神社があり、神社の隣に七福神の石像が並んでいます。

広沢寺本堂 庫裏内のあつぎ七沢七福神

寿老人 福禄寿

弁財天 布袋尊
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（5） 常昌院花七福神（雲渓山常昌院、厚木市）

常昌院は、関東一都六県の 103 寺からなる「東国花の寺百ヶ寺」の一寺で、しだれ桜、カ

タクリ、菖蒲、アジサイ、ハスなど、一年を通して四季折々の花が楽しめます。曲がりくねっ

た遊歩道の脇に、約 300 本のボタンが植えられ、七福神が配置されています。

七福神神社 神社の隣に鎮座する七福神

大黒天

毘沙門天 恵比寿天

花七福神の遊歩道
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（6） 河童七福神（常泉寺、大和市）

「花のお寺」、「河童のお寺」として親しまれています｡一年中、四季折々の花々が咲き､特

に｢春のミツマタ｣と「秋の白い彼岸花」が有名です。河童の置物が多くあります。

大黒天河童七福神

寿老人 福禄寿

弁財天 布袋尊
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（7） 光明寺七福神（平塚市）

光明寺は平塚市にある天台宗の寺院で、

坂東三十三箇所第七番札所です。本堂内厨

子は国指定の重要文化財で、観音堂と木造

金剛力士像と銅鐘は、県指定の重要文化財

です。歓喜堂内に光明寺七福神があります。

（8） 龍福寺七福神（愛川町）

龍福寺は一遍上人が開祖である時宗の寺院で、創建は鎌倉時代です。両側に仁王像が

構える立派な山門が正面にあります。境内の円形の庭園の周囲に七福神があります。

毘沙門天 恵比寿天 寿老人

福禄寿 弁財天 布袋尊

歓喜堂内の光明寺七福神
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（9） 福泉寺七福神（横浜市長津田町）

福泉寺は境内に多くのお参りスポットがある「曼荼羅ワンダーランド」です。「毎日ピンピ

ン元気に長生き！最後はポックリ大往生！」の「ぽっくり大師」があります。

両側に仁王像がある山門（総欅造り）

毘沙門天 恵比寿天 寿老人

福禄寿 弁財天 布袋尊

大黒天
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（10） 秋葉神社七福神（川崎市麻生区）

浄慶寺は、アジサイとユーモア羅漢で有名です。浄慶寺の境内の一角に秋葉神社があ

福泉寺七福神

毘沙門天 恵比寿天 寿老人

福禄寿 弁財天 布袋尊

大黒天
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り、神社の前に七福神があります。

（11） 五所神社（湯河原町）

篤志家から奉納されたもので、2015 年 7 月に設置された新しい七福神です。境内のあち

らこちらに七福神があります。

七福神 （2010 年 6 月完成当初） 2016 年の七福神 （草花で蔽われています。）

大黒天

毘沙門天 恵比寿天 寿老人

五所神社の拝殿
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（12） 熱海城（静岡県熱海市）

熱海城は天守閣を模して造られた、外観 5重、内部 9階の観光施設です。

（13） 龍澤山祥雲寺（東京都町田市）

観光寺院ではありませんが、「梅花の郷」として町田では名の知れたスポットです。池泉

式庭園の周囲には七福神があります。

福禄寿 弁財天 布袋尊

七福神 恵比寿天と大黒天

大黒天二階に鐘楼がある山門と金剛力士像
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毘沙門天 恵比寿天

寿老人 福禄寿

弁財天 布袋尊
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（14） 高蔵寺（東京都町田市）

「東国花の寺百ヶ寺」の東京第 5 番札所として、多くの参拝客が訪れています。ここの七

福神は、厚木市の雲渓山常昌院の七福神と同じ形態です。

大黒天

毘沙門天 恵比寿天

寿老人 福禄寿

山門と風神・雷神
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（15） 豊川稲荷東京別院（東京都港区）

愛知県の豊川稲荷の、直轄の東京別院です。一般的に「稲荷」と呼ばれる場合は「狐を

祀った神社」を想像しますが、当寺でお祀りしているのは鎮守・豊川ダ枳尼眞天（とよかわ

だきにしんてん）です。境内で「七福神めぐり」ができます。

弁財天 布袋尊

大黒天

毘沙門天 恵比寿天

霊狐塚
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（16） 榛名神社（群馬県）

榛名神社は、強力な願望実現パワーを持つ関東屈指のパワースポットです。入口の随

神門から榛名神社の拝殿までの、約 700mの参道に七福神が点在しています。

ここの七福神は等身大の青銅製で、形状もリアルで迫力満点です。

大黒天拝殿

寿老尊 福禄寿尊

弁財天 布袋尊
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毘沙門天 恵比寿天

寿老人 福禄寿

弁財天 布袋尊
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4． 大黒天と恵比寿天をならべて祭る

戦国時代に大黒天と恵比寿天をならべて祭る習俗が京都で起こり、各地に広がりました。

この時期に商工民の間で大黒天と恵比寿天が、特別に御利益のある福の神だとする考え

が普及したことによるものです。この考えは現在にも続いており、大黒天と恵比寿天のみを

祭っている寺社が多くあります。

大黒天：財宝、福徳開運の神様 恵比寿天：商売繁昌の神様

（1） 大山阿夫利神社下社（伊勢原市）

大山阿夫利神社は、大山にある関東総鎮護の神社です。大山の中腹に下社、山頂に本

社・前社・奥社が鎮座しています。下社の地下巡拝道に大黒天と恵比須天があります。

（2） 武州柿生琴平神社（川崎市麻生区）

道路を挟んだ小高い山の上に本殿があります。琴平神社の参拝は、道路沿いの大鳥居

がある参集殿で行います。境内には儀式殿、琴平社奥社、弁財天社（銭洗い弁天、39 ペー

ジ）、稲荷社などがあります。

大鳥居 恵比須・大黒 尊像

大黒天と恵比須天大黒天と恵比須天
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（3） 長尾山薬王院妙楽寺（川崎市多摩区）

天台宗妙楽寺の本尊は阿弥陀如来です。

境内には1,000株のアジサイが植えられてい

て、「川崎のあじさい寺」と呼ばれています。

本堂の隣の「庫裏」の玄関の両脇に、恵比

寿天と大黒天があります。

（4） 長興山紹太寺（小田原市）

紹太寺は、340 年以上前小田原城主だっ

た稲葉氏が菩提寺として建立したものです。

境内には大黒天 3 体と恵比寿天 2 体が置か

れています。

長興山紹太寺

大黒天

妙楽寺・本堂

恵比寿天大黒天
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（5） 深大寺（東京都調布市）

境内のいたるところに水路や池があり、水に囲まれた名刹です。厄除け、商売繁盛、縁

結びのお寺として有名です。境内の一角に、大黒天と恵比寿尊が祭られています。

本堂 大黒天と恵比寿尊

恵比寿天
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5． 弁財天を祭る

弁財天は七福神の中で唯一の女神で、元はインド河（水）の神であったが、やがて音楽

の神、言語の神となり日本に伝わった当初は、弁才天と呼ばれました。その後、財宝・芸術

に関係深い吉祥天の性格が吸収され弁財天といわれるようになり、財宝を授けてくれる神

になったものです。知恵財宝、愛嬌縁結びの徳があるといわれています。

5．1 銭洗弁財天

河（水）の神、蓄財の神ということがうまく結びついたものが銭洗弁財天です。弁財天に

参拝しお金を洗うと財産が増えるご利益があるといわれ、各地に銭洗弁財天があり多くの

参拝者で賑わっています。

（1） 銭洗弁財天宇賀福神社（鎌倉市）

社務所で 100 円を納めた場合、「ろうそく、線香、ざる」が渡されます。（100 円を納めなく

てもざるは置いているのでお金を清めることはできます。）線香、ろうそくを立て、奥宮に参

拝します。その後ざるにお金を入れて柄杓で 3杯ほど水をかけ清めます。

（2） 宇賀神 開運招福弁財天（遊行寺、藤沢市）

宇賀神とは古来、人間に福徳をもたらすと考えられている福の神たちの総称で、食物神・

農業神ともされます。仏教の神（天）である弁才天と習合あるいは合体した神は、宇賀弁財

天とも呼ばれます。

奥宮の祭神：宇賀神（弁財天） 銭洗いをする参拝者

宇賀弁財天（銭洗弁天）宇賀神社
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（3） 土屋の銭洗い弁天（妙圓寺、平塚市）

江戸時代初期に開創された天台宗の寺院です。境内に修行場といわれる岩屋がありま

す。岩屋内に銭洗い池があり、近隣の人々に「土屋の銭洗い弁天」として親しまれていま

す。

（4） 銭洗弁財天社（武州柿生琴平神社、川崎市麻生区）

琴平神社の参集殿・儀式殿の隣に弁財天社があります。弁財天社の横に弁天池があり、

銭洗いのためのかごと柄杓が置かれています。

弁財天社（銭洗弁天） 銭洗のためのかごと柄杓

弁財天岩屋霊穴の入口 銭洗い池

弁財天岩屋霊穴内の宇賀神 宝珠殿内の南無大辨才天女尊



- 44 -

（5） 銭洗弁財天（熊野神社、埼玉県川越市）

昔から弁財天を信仰する者が、持っている金銭を銭洗井水で洗い清めると同時に心身を

清めて行いを慎めば、不浄の塵垢が消えて清浄の福銭になるといわれています。世間一

般では、この井水にて財宝を洗うとたちまちに百倍千倍に増えると伝えられていますが、こ

れは正しい信仰ではありません。「銭洗い弁財天で洗い清めた金銭は大事に、そして有効

に使って下さい」とのことです。

5．2 弁天堂、弁天社

弁財天を本尊とする堂宇は、弁天堂・弁天社と称されます。弁財天は河（水）の神である

ことより、多くは寺社の境内の池の中または池の隣に祭られています。

（1） 弁財天（雲渓山常昌院、厚木市）

雲渓山常昌院は、400 年の歴史を持つ曹洞宗のお寺です。地元の信仰の寺として、多く

の人達に支えられる「里山の寺」です。「東国花の寺百ヶ寺」で、カタクリ、桜、つつじ、シャク

ナゲ、アジサイ、大賀ハス、彼岸花、紅葉などが楽しめます。

弁財天は豊明の池の小島に安置されています。

（2） 大釜弁財天（厚木市）

雨乞いのために祭られたもので、滝つぼが釜型をしているためこの名が付きました。

雲渓山常昌院本堂 「豊明の池」内の弁財天

鳥居と本殿 銭洗い弁天と平成の宝池
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（3） 福寿弁財天（秦野市）

福寿弁財天堂は、震生湖の湖畔に建っています。学問、技能、音楽の上達に功徳があり、

また女性には愛嬌を授け、美人となり良縁を得、子宝が授かると言われています。（17 ペー

ジ参照）

（4） 弁財天社（平塚八幡宮、平塚市）

大鳥居をくぐり左に広がる大きな池に、平塚弁財天社が祭られています。（16ページ参照）

平塚八幡宮は、孫が宮参り、七五三参りをおこなった神社です。

ほこらの中の弁財天大釜弁財天

本殿 弁財天社

福寿弁財天堂 堂内の本尊（琵琶を奏でる妙音弁財天）
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（5） 六所ひぐるま弁天社（六所神社、大磯町）

境内の左側の池に「龍神大神社」が、右側の池に「六所ひぐるま弁財天」が祭られていま

す。参道の奥には大きな注連縄が張られた拝殿があります。

（6） 弁財堂、弁天窟（長谷寺、鎌倉市）

境内の放生池の隣に弁天堂があり、福徳

弁財天を祭っています。弁天堂の隣に弁天

窟があり、窟内壁面には弁財天が彫られて

います。また、弁財天と同じ神様であるとされ

る民間信仰の宇賀神（人頭蛇身）も祭られて

います。

境内の大黒堂内の「大黒天」は、「鎌倉江

の島七福神」です。

（7） 泰安殿（江島神社、藤沢市）・・・日本三大弁財天（他は、安芸の宮島、近江の竹生島）

泰安殿には、神奈川県の有形文化財に指定されている「八臂弁財天」と、裸弁財天とし

拝殿 弁天橋と六所ひぐるま弁天社

弁天堂内の福徳弁財天

弁天窟 弁天窟内の弁財天
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て知られる「妙音弁財天」が祭られています。（10、12 ページ参照）

（8） 弁財天社（箱根神社、箱根町）

箱根神社には、恵比寿社（恵比寿天）と弁財天社（弁財天）があります。弁財天は弁天池

中の弁財天社に祭られています。恵比寿天は「箱根七福神」です。

（9） 弁財天（長安寺、箱根町）

「東国花の寺百ヶ寺」で、四季折々の風景が美しいお寺です。放生池の中に弁財天があ

ります。境内の「五百羅漢」も有名です。

泰安殿江島神社（辺津宮）

箱根神社の本殿 弁財天社

放生池の中の弁財天 五百羅漢
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（10） 弁財天（東叶神社・西叶神社、横須賀市）

浦賀の港を挟んで、東西の叶神社が向かい合っています。西叶神社の勾玉を、東叶神

社のお守り袋に納めて身につけていると、さまざまな良縁を結んでいただけるそうです。

（11） 弁天堂（浅草寺、東京都台東区）

弁天堂に、白髪のため「老女弁財天」と呼ばれる弁財天が祭られています。

（12） 弁天堂（高幡不動尊、東京都日野市）

弁天池の中の弁天堂で福徳弁財天を祭っています。福徳弁財天は「日野七福神」です。

不動堂（重要文化財） 弁天堂、弁天橋、弁天池

浅草寺本堂（観音堂） 弁天堂

身代わり弁天（東叶神社） 福寿弁財天（西叶神社）
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