
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 巡禮記 の 愉しみ方 】 

 

あなたが なんとなく思い当たる 先祖の誰かは 

あなたと 密接なつながりがあるから、思い当たるんです。 

 

その誰かは、 

あなたの いろんなこと 

他人事じゃないと、心配そうに 後ろで見てるから、 

見ていることを 感じてくれたら嬉しいし、 

あなたが望んでることが 判ったら、なんだか 動きたくなる。 

  

だから あなたに名を呼ばれて、 

背負ってもらって、 

この世を見つめてこられた神様や、 

たくさんの智慧を持っている 仏様のところに 

連れて行って欲しいって 思ってる。 

  

そこで、あなたは 

嘘をついたらあきませんよ！って先達に言われて、 

ご先祖様を背負ったまま、神様や仏様の前に行って 

ありったけの まことを吐き出す。 

  

長い階段を上った先で待っておられた 神様や仏さまと、 

あなたに背負ってこられた方が、 

同じ場所に会して、 

  

同時にあなたの 本音を聴く。 

  

しんどいんです。辛いんです。 

寂しいんです。ひもじいんです。 

だから、幸せになりたい、 

愛されたい。愛したい。 

あなたは 耐えかねたように、そう言うんです。 

  

見かけの生活では 強がりばかり言ってる。 

強い者の意見には 逆らわないように我慢してる。 

イヤイヤ感謝しながら 暮らしてる。 

愛想笑いで 人間関係を やりくりしてる。 



そんなあなたの ホンネを、 

神様 や 仏さまと、背負ってこられた方々が 聴く。 

  

えぇーーー  そうだったんだ！ 

この子は こんなに しんどかったんだ！ 

あなたが背負ってきた 後ろの方々が  

やっとそれを知って、うなづく 

  

それにすぐ、ご神仏が 返事を返す。 

  

神様 や ほとけさまの 言葉は あなたには聴こえないけど 

あなたのホンネを聴きたかった 後ろの方々が 

そのご神仏からの お返事を 聴いていて、 

  

ああ、これでやっと、 

この子のために 動いてやれる。 と喜ぶ。 

  

だからものすごいシンプル。 

  

供養っていうのは 

忘れないこと 

それと 

嘘をつかないこと 

そして 

あなた自身が 幸せになってやること。 

  

肉体を 持っている ヒトと 

魂 だけに なっちゃった ヒトと 

ご神仏さまとの リアルなお付き合い。 

  

巡禮記は、そんなシンプルな 愉しみの行動。 

  

－－－－－－－－ 

巡禮記（じゅんれいき）は宗教団体ではありません。 

信仰を大切にする人たちの集まりです。 

 

先達（せんだつ）二人が、祈りのある人を 

世界中の聖地へとご案内しています。 



【巡禮記 伏見稲荷遠足 お山】 

●日本で一番大きな信仰、全国稲荷の総本宮：「ネットワーク」「年令層」「神様の階層」が非常に大きい 

●お山とは：３つの峰を回峰すること（上ノ峰、中ノ峰、下ノ峰） 

●凡夫とは：幸せに、自分の思い通りに、裕福に満たされて、長生きに暮らしていく 

●熊野社、舎人社、祖霊社 

お山するはじめのご挨拶。熊野権現とご縁ゆかりのある土地、人、書記、氏子さん達を祀るところ。 

＜鳥居前＞ 願いを立てる土台から手を合わせていく（石垣を築く前の土台の部分） 

熊野社：伊邪那美大神、熊野の黄泉の国と繋がっている先祖を呼ぶ場所 

       「一緒にお山に登りましょう」 声かけをし、連れてきた先祖・ご縁の人を背負っていく場所 

藤尾社：舎人（とねり）親王、日本書紀を著した人のひとり 

       「伏見稲荷を紹介してくれてありがとう」（この方がいなければ伏見稲荷の名前が広がっていかなかった） 

霊魂社：祟敬会の人々を祀る（御鎮座1300年を超え、稲荷を信仰していない家系はひとりもいない） 

       伏見稲荷を護ってこられた、ご神官・崇敬者の霊を祀っている 

 

●ご眷属（ごけんぞく） 

伏見の大神様のおつかいである門番の狐の神様  左右にご挨拶 

左は二礼二拍手、右は一礼二拍手 

「〇〇〇子です。稲荷の大神さまにお取り次ぎくださいませ。」 

稲荷の神様は、狐の神様とはちがう。 

狐の神様はご眷属神として大神様の手伝いでそれぞれの願いに沿って動かれる。 

※ご眷属：神と人との間を取り持つ存在。人が神に願い事をすると、その願いが叶うように働いてくれる。 

 

●随身（ずいしん）さま 左右の門番 

嘘の祓い清め。何しにきたの？ 

二礼二拍手して左右とも名前を告げて、何をしにお参りに来たのか言う。 

嘘のない祈り・・・言い訳なしの、丸裸なわたしの祈り 

「いっさい嘘のないわたしを生きる」 

「何を願ったらいいのかわからないので教えていただきに来ました」・・・etc 

 

●拝殿前 

左手にもともと愛染寺があった。 

神仏習合の文化が明治以降、神仏分離令により神と仏が分けられたが、人の信仰は分けられないもの。 

 

●東丸神社（あずままろじんじゃ） 

ご祭神あずままろ様は伏見稲荷の初代宮司さま。神像が左奥の社にある。 

御祭神：荷田東丸命（かだのあずままろのみこと） 

春葉殿：神像（明神したお姿を見ることができる） 

荷田社：あずままろ様の先祖を祀る（かだりゅうとうだ/荷田龍頭太夫さま・・・弘法大使空海さまと親交があった方） 



ジャッジそのものを祓い清めする神様。 

他人の言葉で動けなくなっている部分を見直し、 

自分が自分に必要な判断で取捨選択できる力を願う。 

また、必要な時に必要な力を出せる祈願ができるところ。 

 

人の願い祈りは多くがその人が生きていく上で採用してきた 

ジャッジ（価値基準）のフィルターがかかっているから、 

その祓い清めをここでしてもらってから、本殿での本祈願に向かう。 

※人に振り回されたことなど、感じたことを聞いていただいてから本殿へ・・・ 

 

明神（随身）：嘘をはいでいく 

「自由」には「責任」が伴うこと、自由だけ欲しいではなく、必ず両方を取ること。 

 

●本殿（拝殿） 

神様に今日一番祈りたいことを祈願する。 

五柱の神様で稲荷の大神さまとなる。 

日本中の神様が揃って明神しているところ。 

素直な欲を願いに。願いを祈りにして伝える。 

 

仕事の祈願は神様へのプレゼンみたいなもの。ご縁をねがい、繋がる広がりを願う。 

いい男が欲しい、だけではなく、どんな風にいい男でその人との縁で自分は何を感じたいのか、 

何を体験してみたいのか、までを具体的に伝えるのがコツ。 

 

本殿 表手にて、「この日本（ひのもと）にて、○◯◯子は、・・・・」と祈願する 

 

＜伏見稲荷 稲荷大神（5柱）＞ 

田中大神 

たなかの 

おおかみ 

佐田彦大神 

さたひこの 

おおかみ 

宇迦之御魂大神 

うかのみたまの 

おおかみ 

大宮能売大神 

おおみやのめの 

おおかみ 

大八嶋大神 

＜下社摂社＞ 

大国主大神 

事代主大神 

＜中社＞ 

猿田彦大神 

＜下社＞ 

豊受大神 

＜上社＞ 

天宇受売命 

＜中社摂社＞ 

日本列島の神 

＊八百萬の神 

 

※（稲荷の大神ではない神々：天照大神、月夜見尊・月読尊、宗像三女神、須佐之男命・・・稲荷の大黒幕） 

 狐の神様とは・・・ 

 稲荷大神 5柱のお遣いの神様（眷属神） 神様のおつかいであって神様でない仕組み 

 狐の由来：家津御子神（けつみこ）→ スサノオの最初の名前 けつみ→けつね→狐では。。。 

 



●本殿の裏、右奥のお山前の祓い清め所（聖地であるお山への最敬礼など） 

本殿裏では「嘘なき思い」を聞いていただく。 

不安なご先祖さまや後ろの方の説得の祈願（先達サイドで判断。不要ならスルー） 

 

●クロオさま（鳥居の左側：黒尾大権現）、アコマチさま（右側：命婦さま）の狐さまにご挨拶。 

大天使ラファエル、マリアさまと言われる。 

 

クロオさまに、彼にこういう眼差しで私を見て欲しい・護って欲しいと願う。 

彼が欲しい人は、容姿や人柄などを具体的に願う、など。 

 

●秦氏ゆかりの社、荷田社、八百万の神々さまや伊勢神様方の社。 

伏見稲荷の成り立ちの土台となる神々、ご縁などを祀る。 

ここで氏神さまや好きな神仏、お地蔵さまなどのお名前を呼んで祈り、背負う宣言を。 

（背負うというのは「一緒にお山します」という心構え）、ご先祖さまもご一緒に。 

 

＜上末社＞神道由来の神様 

長者社 荷田社 五社相殿社 両宮社 

秦氏 荷田氏 蛭子社 

えびす 

猛尾社 

たけお 

若王子社

にゃく 

おうじ 

日吉社 八幡宮社 天照皇 

大神 

豊受皇 

大神 

伏見稲荷

創建者 

初代宮司 事代主神 須佐之男

大神 

若王子 

大神 

（天照） 

大山咋神 

おおやま

くい 

応神天皇 

おうじん 

 

●神馬社 （しんめしゃ） 

鳥居手前と鳥居奥にいらっしゃる。 

道のつなぎ、縁の広がり、もたらしてほしいこと。（荷を運んでくれる人・こと、何を運んで頂きたいか） 

 

●玉山稲荷社（玉山稲荷大明神） 

御所において東山天皇がご信仰されていた社（天皇家ゆかりの稲荷参拝所） 

 

●白狐社（びゃっこしゃ） 

命婦専女神  みょうぶとうめのかみ 

大きな白いふわふわの狐の女神さま。神様を乗せて運ぶ。（富士山ほどの大きさがある） 

荼枳尼天（だきにてん）さまは白い狐に弁財天様が乗っているお姿。 

普段一生懸命頑張っているキツネさんたち（ご縁の総称）を、ぜひ命婦様に労っていただく一言を。 

女性の皆さまは、「命婦さま大好きです。」「命婦さま助けて！」と伝えるだけでも良い。 

 



●奥宮（おくみや） 

「お山してきます！」とご挨拶、 

「無事にお参りしてお山を降りられますように。」の祈願をする社。 

 

千本鳥居をくぐって。。。 

（またはショートカットして） 

 

●奥社奉拝所 

お山の入り口。 

ここから狐さまワールド。 

お山しにきた理由を伝えしっかりと祈願する。 

 

ろうそくを買うならここでは 小一本150円。 

10〜15本買っておくとベスト。 

 

●奥の社の裏奥 

ろうそく一本ずつ火を入れて（ご灯明） 

背負ってきた狐さまたちをお山に一旦お帰りいただく。 

背負ってきた【狐さま】達は自身のご縁の総称。 

つまり、ご先祖さま方の血脈の縁、霊脈の縁をメインとする見えないご縁繋がり全てを、 

一旦稲荷の大神さまのお山にお返しして委ね、祓い清め、リフレッシュを祈願するところ。 

 

お山のてっぺん、一の峰で自分の【狐さま】達をお迎えすることを誓う。 

 

頂上の一の峰までは、【狐さま】ご縁全て を神様に委ね、 

自分自身という「点」を見つめた祈りをしながら登る。内側に向く祈り。 

 

自分自身の内側に集中していく、研ぎ澄ます、受け取っているものを観る祈り 

 

反対に、一の峰から降りる先は、【狐さま】祓い清めを受けたご縁全て を背負い直した自分 

「点と点が繋がった豊かな広がりをもつ自分」がどうありたいか、何をしたいか、何ができるかの祈り。 

外側に向く祈りになる。 

 

自分自身の外側に広げていく、シェアする、与えるものを観る祈り 

 

先達がここで、無事に皆様が連れてこられた狐さま達にお山に帰っていただけるよう、 

つなぎの祈願とチェックをする。 

龍神さまにも助けを願いながらお一人ずつの後ろを観る大切なポイント。 



●お山へ登るスタート！ 

 

★神宝社（龍神さまの社）、伏見神宝（かんだから）神社 

全体の流れを願いたい時にいい。 

ここの地龍さまには、自分のからだそのもの、人生そのものである龍を重ねて、 

五感の感覚を研ぎ澄ませてみる、感得する祈りを。 

 

★新池 熊鷹社 

お不動さまの強烈な祓い清め 

 

火（陽）：不動明王 

欲望を制限なく、心に嘘なく、手を合わせ祈る場所 

腹のなかの火（火種）を感じる 

《自分の祈った先を信じてみる力》が お腹に宿ったような、 

そんな凛とした空気を みなさまの背に一様に感じる 

 

水（陰）：八大龍王 

龍神さまのエネルギー 

現世利益というと、表に出るもの、陽・火というイメージ 

稲荷の鳥居も赤 

五行思想の水木火土金と同じように 

「火」と「水」の巡りがうまいこといって願いが叶う 

 

自分の中で「これは私には必要ない、なんか違う」 

という違和感をしっかり感じ取り、対応できる力を願い祈れる。 

まっすぐ自分らしい選択や、自分を信じて進む力を火種のように思い出し、 

それを発動させていくと心に決める力強い祈りができる。 

優柔不断なときや、なりすましに惑わされていたりすると、 

ここはとても厳しく感じますが、どんな人にも本来の 

「自分で決めるチカラ」 「自分を信じて進むチカラ」はあるのだということを 

教えてくださる、大切な祓い清めの場。 

 

自分が生きている上でのあらゆる煩悩の祓い、整理などを願える場所。 

「こうなりたい」 「ああしたい」という願いに、付随して湧いて来る様々な恐れや不安、 

捨てたいもの、整理したいもの、モヤモヤしているもの、悪い癖、 

苦しみを産んでいる価値観、嫉妬も恨みも悪縁、しがらみなどを、 

潔く祓い清め願うには、実は結構勇気がいるのかもしれません。 

 



それらは、不満に感じながらも、自分にとっての都合のいい言い訳になっていたり、 

隠れ蓑になっていたり、見たくない自分のカッコ悪さを、蓋をしているものかもしれないからです。  

お不動様の力強さ、荒々しさの前で、 

さらけ出すように、冷静に自分自身を観ることができますか？ 

と、問われているような気がします。 

 

信じた道を進む勇気を 《自分自身に再確認するような場所》でもあるのかな、と感じています。 

 

「欲望を呟くだけでは願いは叶いにくい。 

けれども、その「欲」をきちんと拾い上げて、研ぎ澄まして、 

ご神仏の前に晒（さら）してゆき、欲を『願い』してゆくことはできる。 

『願い』も、叶いにくい。 

けれども願いをさらに研ぎ澄まして、ご神仏の前に晒してゆき、 

やがて周りの幸せも巻き込んでいく【祈り】にしてゆくことはできる。 

【祈り】はすでに祈った通りに叶うしかない。」  

「晒してゆく」覚悟は願いを叶える"覚悟"。 

つまり、そのように生きて行動する覚悟です。 

 

自分でなんとかするというよりも、ご神仏の前で、 

まわりの指先のご縁に至るまで、自分自身をきちんと見つめる勇気です。 

誰もが自分が一番大好きで大切故に、悩み苦しみ囚われたり、色々ありますが、  

人の中で人と関わって喜び分かち合って生きて生きたいものなのだと思います。 

 

稲荷のお山のお社の神々様は、そんな人の願い祈りを聴いてくださるように 

近いお姿になって座っておられます。 

だから、せめて心に嘘なく手を合わせて、 

自分のことを祈れる恵みを、しっかりと 受け取っていきましょう。 

 

★田中社神蹟・権太夫社（ごんだゆうしゃ） 

大国主命、事代主神など出雲の神々が、稲荷神になって坐っている。 

本地仏は大黒天。 

 

★四つ辻  お昼の休憩後、ご先祖さま、ご神仏を背負い直して再スタート。 

 

★大杉社 

生涯を通じた目標をひとつ「これ！」という本祈願をする。 

「億万長者になりたい〜〜〜」 上等！ 

 



★眼力社（眼力大神） 

猿田彦大神さま 「観る目」を祈願。 

もっと視野を広げて観ること、なりすましを見破る眼、 

これからを見据える力、私の生きやすい道にフォーカスできる力を願う。 

 

ものを観る 眼 

ひとを観る 眼 

ときを観る 眼 

つまり、自分自身の人生を見極めてゆく「眼」、その眼力を願うところ 

それを豊かに育てて祈りにしてゆく祈願をするお社 

 

心眼を誤魔化して曇らせないように 

怖さのあまり見失わないように 

見なかったことにして諦めないように 

 

人が選んで進む道にはいろんな景色と人、ものが映ります。 

景色は刻々と変わって行くし、人も物も巡ってゆき、同じ姿を留めません。 

 

狭めてしまわず、期待を詰め込まず、 

流れるように生きることは時に難しく感じるけれど、 

その中で自分の幸せを観る眼が 

いつもここに見つけられるように。 

嬉しいことを嬉しいと観られるように。 

楽しいことを楽しいと観られるように。 

大好きなことを大好きだと観て 

素直に喜べるように。 

 

辛くて嫌な経験も、もっと後からでもいいから 

よかったな、と包み込んで観られるように。 

感情の喜怒哀楽に彩られる 

この全部を幸せに生きられるように。 

 

そう在れるようにと願ってもいいところです。 

 

本質は、すべて同じもの。 

観方次第で(意識のかけ方、意識圧で) 

形も現れ方も簡単に変わる。 

 



幸せを見つめる眼は、自分で創り出せるなら、 

眼力大神さまの前で澄んだ眼に還り 

この視界を豊かに育てて、祈りにしましょう。 

 

祈り方は、生き方。 

観え方は、生きる灯りだから。 

 

★御膳谷奉拝所 

お山の神々に御日供（おにっく）を供えるところ。 

提供できるもの、繰り返している中で自動生成されているものへの祓い清めなど。 

 

仕事で後ろ盾が欲しいとき（裏からも祈願する） 

食っていいものと悪いのもの区別がついているか？ 食べ物も情報も同じ。 

自分が経験していないものを、取り込んでいるならば、吐き出せ。 

それは、その人のもので、自分のものではない。 

 

★薬力社（薬力大神） ＜休憩：美味しいコーヒーや神水のゆでたまごなど＞ 

薬力の大神さま（少彦名命さまと薬師如来さまが習合して、稲荷明神の姿で座っておられる） 

ご先祖さまや、過去の自分の癒しと供養（愛と感謝を向ける）祈り 

先祖供養（散り際を忘れる祈り） 

おせきの大神さまもすぐ上にある。（喉、声を仕事にする人など） 

＊薬力の滝行場（滝行の場は、必ず先達と一緒に！） 

 不動明王真言（祓い清め） 

 のうまく さんまんだ ばさらだん せんだ まかろしゃだ そわたや うんたらた かんまん 

 

ここでは、薬力さまの字の如く、身体の健康や病の快癒を願ってもいいのですが、 

もう一つ、大切な祈りがあります。 

 

巡禮記遠足では、稲荷のお山には、みなさまが縁故を司る狐の神様はじめ 

自身の信仰するご神仏、ご先祖さまなど、あらゆる所縁を背負って上りますから 

 

「自分」という括り（くくり）がこのボディひとつ、という小さな単位ではなくて 

全てのご縁丸ごとの「自分」という大きな括りになっています。 

(※自分の枠なんてほんとは超自在ですが、ここでは縁故を大事にする祈りです） 

 

ですから、薬力さんのところで 

ご先祖さま始め亡くなられたご縁のある方々の健やかなご成仏を願い、 

先達の案内のもとで、私たちが【散り際を忘れるというご供養の祈り】をします。 



【忘れないことがご供養だ】と、よく、先達が言われていますが、 

その本当の意味を感じることができると思います。 

 

痛みや病気の苦しみで亡くなられた方々の、死に際や死因や懺悔・後悔を、 

生きた私たちがずっと覚えていたら、ご成仏を助けることになるでしょうか。。。 

 

握りしめている想い、悲しみ、罪悪感などを薬力大神様に委ねて、祈ります。 

 

ご先祖さまもご自身もお互いに楽になり、自分の願いのままに前に進めるための大切な祈りの場。 

 

苦しい引っかかりを、あったかい応援として、背中に受け取っていけるような場所です。 

 

ここに来られて、楽になられたり涙が出たり、スッキリされたり、 

また護られているように感じて感謝が湧いたりされる方も実際に多いです。 

 

もちろん何も感じなくても、それが祈りの目的ではありませんからいいのです。 

 

「供養」は回り回って自分のため。 

たくさんの記憶たちの供養でもあり、自分自身の縁故を温めて、 

生きる喜びを何倍にもして行くために、両手のひらを合わせます。 

 

★御劔社 

みつるぎの大神さま  大岩が御神体。 

御劔社の横の龍穴では女性がよき鞘（さや）になることの祈願と、 

自身の濁りのない清々とした巡りを祈れるところ。 

 

言葉で人を切る、言葉で自分を切る 

刀の納めは同時に鞘の円熟を意味する 

鞘から刀を抜いた時の「いざ！」の祈り 

何に向かって祈り始めるか？ 「◯◯する！」の誓い・宣言 

 

＜龍穴＞ 

劔というのは、火と水によって鍛えられる 

その劔を冷やす水のあるところ 

ご神気にふれる、その場所のそれを経験する 

 

それだけでいい 

それを思い出すだけでいい 



どこそこに行ったから凄いんだとか 

何かをもらえる というものではなくて 

映し出す水というのは、まさに鏡 

 

その場所の気持ち良さを思い出す経験という 

「知恵」が、日常生活に戻っても活きてくる 

 

★人間の煩悩をしばし断ち切り 祈り研ぎ澄ますため、三つの欲を断ち、自分のペースで階段へ。 

話さない、立ち止まらない、振り返らない 

 

★一ノ峰  ★二ノ峰  ★三ノ峰 

自分の連れてきた神仏に座ってもらえる霊跡。 

一の峰で狐さま達を迎え、本願を。 

 

ニノ峰のご霊跡は、富士山の溶岩。 

三ノ峰では許せない人、憎しみや苦しみの縁を感じる人の幸せを祈るところ。 

大嫌いな人の幸せ、別れたご縁の人などの幸せを祈り、 

自分のご縁との繋がりを神仏の見守る前で上書きしていくところ。 

または「大丈夫」の視点の一つを神様からもらうところ。 

 

以前あった三ノ峰の神木は、 

裏に回って見える細かい枝分かれの優しい大木で、祈りを見守ってくれていました。 

（木や枝葉が霊跡に向かって伸びている、しなやかに自由に・・・） 

 

●お山を降りる。 

 

★大八嶋社（おおやしましゃ） 大八嶋大神 

八百萬の四季の神々、土地の神々さま 

人としての営み、暮らし、生まれて生きること、全般のご加護と導きを願う。 

暮らしの中で大切にしたいことの祈願など。 

 

全国の土地の神様（お宮がない） 

大八嶋（日本列島の別名、そのものが神地） 

 

●無事にお山降りてきたお礼を社で告げる。 

●おみくじなどひく。 

●ずいしんさま、門番の狐さまに「無事お山してきました」と、ご挨拶する 

 



【巡禮記 お山遠足 アドバイス】 

 

★祈ったように神様からのご縁のチャレンジがどんどんやってくるので、 

 臆せずに自分の方へ引っ張り込んで体験してみること。 

 嘘なく祈ったように自分を生きる勇気を出してみること。 

 

 ハズレくじもいっぱいあるが、それは本人の祈りに沿って、必ず幸せに繋がる必要な学びとしてやってくる。 

 安心して怖がりつつも失敗したとしても次につながるから、 

 全部オリジナルな経験として後付けで肥やしにできるので大丈夫！ 

 ※心眼わかる様にしてくれる。どうやって選別するかを勉強させられる。ここを勉強しないと成功しない。 

 

★祈りは暮らしの集大成。 

 神社仏閣聖地での神仏への祈りを、幸せ方法論や原因と結果論、効用効果論でしばると、 

 想定内の動きだけに留まり、ものすごくもったいない。 

 

 祈り→現実というよりも、 

 祈った先の未来からどんどん今に流れてきているものが現実と観えているもの。（未来→今） 

 

 血肉分けてくれたご先祖さまや、 

 毎日の自分自身の祈りが結晶化したのが一人一人のわたしたち。（過去→今） 

 

 両方のベクトルがぶつかる今は、とてもパワフルだから、 

 二つを合わせるように手を合わせて、方法論の前に、今の素直な生の心身を感じてみることはとても大切。 

 

 どう祈るかよりも、ここがとても大切なひととき。 

 祈りはあらゆるパラレル現実の乗り物のようだし、タイムマシンだし、 

 名前と身体を意識に結ぶもの、守る動きにもなる。 

 

★表面に出ている現世利益を願える 

 稲荷だからこそ、奥深くの自分の「祈り」に対する素直さとか視点の柔らかさ、 

 生活習慣のなかで何を優先しているか、などが丸裸になっていき、 

 願う現世利益とずれていれば、そこから見直せる展開になっていくことが多い。 

 

 現世利益がそのままの形で叶わない時ほど、そういった水面下の部分の動きを 

 自分で出せるような展開が起こるので、そっちの方が大きなギフトであることも多い。 

 

 叶う叶わないを、安直に判断せずに、大きな目で祈り＝暮らし、生き方だと感じてみてほしい。 

 お山のたびに「どうしたいか、どう動くか」を落ち着いて深く感じるチャンス。 



 巡禮記のお山のお参りでは、 

 一歩ずつ、じっくり、ゆっくりと、体を動かしてお山するので 

 頭だけが先行する頭でっかちな思考ガチガチな祈りにはならないのがミソ。 

 

 だから「わからない」が出てきても大丈夫で、 

 むしろそれがいらない思考パターンから外れたところに立てた証のこともある。 

 

★近くの稲荷に行ってもこの伏見稲荷の大神さまに繋がっている。 

 叶ったら、また、お礼参りと新たな道をつけてもらいにお参りを。 

  

 日本全国どこの近くの稲荷に行ってもこの伏見稲荷の大神さまに繋がっている。 

 稲荷に限らずだが、叶ったり動きがついたら、お礼参りと新たな道をつけてもらいにいく。 

 神社参拝は一回きりで「どうこう」ではなく、お付き合いという感覚。 

  

 氏神様にも報告すると連携ができてスムーズ。 

 

 

◎お詣り前後にリュウジュで体をスリスリしたり、 

 背中を流したり、ハートチャクラに当てて調整しておくと（リュウジュ爽快法） 

 祈りが素直に出やすく、祈った後も落ち着くのでおススメ。 

 

◎念珠は自分の【今に心を委ねる珠】 

 祈り重ねるごとに、培われていく神仏とのオリジナルの関係性ができる。 

 そしてその人の【今を生きる】全てに背中を押してくれるものとなる。 

 念珠にそれを転写して育てるように持つことで、祈りが安定してきたり、 

 本心から祈りやすくなるサポートグッズです。 

 

◎何を祈ればいい？ 

 祈りに迷ったら基本に立ち返ること。 

 稲荷は人、ものごと、時のご縁を願うところ。 

 

 人の三大欲求である、食う 寝る まぐあう。 

 これを満たせるための衣住金。 

 さらに面白おかしく生きるための暮らしの充実や仕事の広がり。 

 土台の安定、成せること、創ること、産みたいもの、育てたいもの。 

 体験したいこと、愛したいこと、巡らせたいもの。などがある。 

 どんな願い祈りにしていくのかは、基本に立ち返り、満たしたいところを見つめるところから。 

 



お稲荷さんの願いが叶う仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★A稲荷で祈る 

 →「この人はこんな祈りをしたよ」と、狐の神様（ご眷属神）が、龍神さまに乗ってお山へ運ぶ 

   線を飛んでいる魂（光回線のように飛んでる） 

 ＊狐の神様：情報を把握する（橋渡しすることが修行） 

    誰が運ぶのか？ → 龍神さまとセットになって動いてくれる 

 ＊乗り物・玉（魂） 

   龍神さま（長距離を光の早さで進む） 

   狐の神様＝稲荷の大神さまの眷属神（狐の神様の姿形 玉みたいな存在） 

   （狐は物理的に私たちの身の回りをくるくる動いているだけで、長距離を超高速で飛ぶことはできない） 

 

★点と点が繋がり、線が集まる 

 → 伏見稲荷のお山に願いが集まる（稲荷の大神５柱の神々さまのところに集約される） 

  ＊需要と供給を、パズルのピースを合わせる様に欲しいものと欲しいものをうまく結びつけて、 

    縁というもので結んで返事として渡してくれる（采配） 

 



★日常生活の中でなにか動きとしてお返事が返ってくる 

 → 答えは、「人として」 「物をして」 「出来事をして」 自分に帰ってくる 

 → ハズレくじをいっぱい経験として与えてくれる。心眼わかる様にしてくれる。 

   （経験の少ない狐の神様がうまい話を早く持ってくる、心眼選別できる仮の情報など入ってくる） 

 

★特徴 

 ＊独りよがりにならない 

   （人の中で生きるところに研ぎ澄ましがあって、感謝、材料の見直し、 

   心眼整えていくことになる、人の中で生きていく訓練になっている） 

 ＊本当の願いだったのか？ 失敗を糧にして、どうやって やっていこうかな？ 

    自分で工夫する動きなど必要になってくる。 

 ＊視野をいろんな出来事をして広げていってくれる。 

   一発で叶ってしまうと、何も勉強できなかったり、自分の深い味わいまでたどり着けない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



五行陰陽説からみる 伏見稲荷大社 

 

伏見稲荷大社 を五行陰陽説からみると。。。 

 

五行陰陽説とは、 

この世の全ての営みは 

木火土金水のサイクルから成る 

という思想のひとつ。 

（右の引用図をご参考にまで） 

 

木は火を生み、 

火は灰となって土になる。 

土からは金が生まれ 

金からは水が浮き出て、 

水は巡り木を育てる。 

 

この五行陰陽説から 

伏見稲荷大社を見てみると 

現世利益No. 1と言われる所以が 

垣間見れて面白い。 

 

真っ先に目に飛び込んでくる 

鮮やかな、鳥居のあか。 

火のあか。 

火の鳥、朱雀鳳凰のように 

現世利益として現して羽ばたいていく朱。 

 

狐の神様にみる、 

そのキツネの毛並みや 

黄金の稲穂の実り、五穀豊穣の 

象徴が黄色を連想させる。 

 

大地の土を表すきいろ。 

麒麟、狐さま。 

生まれたものに感謝して 

大地に足をつけ暮らすものに 

光明を届け駆けめぐるご眷属。 

 



そして、 

白狐の命婦様…アコマチ様の白さ。 

お塚などの石は白に通じている。 

カタチにこめられた恩恵、 

信じる思いを露わにしてつなぐもの。 

金を成す、しろ。 

 

神奈備の山、稲荷山におわす 

山の水は全ての生命の巡りを司る。 

水の巡り、くろ。玄武にあたる。 

 

そしてただ静かに淡々と、 

出来事を流れの一部にしてしまう 

森羅万象の無数の営みを護る緑。 

木の、あお。龍神にあたる。 

 

このうち、現世利益、つまり 

目に見える形になって叶う恵みは、 

 

あか、きいろ、しろに 

込められる。 

 

伏見稲荷はあか、が印象的だ。 

鳥居だけでなく 

境内の建物も紅く丹塗りされている。 

 

のぼりも紅く、ご眷属である 

きつねの神様の尻尾にも 

燃えるような火炎宝珠。 

 

稲荷の大神様が稲荷山へ 

降りたとされる午の日の 

午の方位は火を表す。 

 

あかが多いということは 

火＝日＝動のエネルギーが多い 

につながる。 

 



日の光がたくさん降り注ぐほどに 

＝天から授かった自分を 

たくさん活かして動くと 

 

金色の稲穂が大地に広がり 

豊かな実りがもたらされる。 

＝動いた結果が得られる。 

 

そして五穀豊穣に神も人も共に 

喜び、商売繁盛して流通が栄え、 

金運が廻る。 

＝新たなご縁、需要が生まれる。 

 

これが、あか、き、しろに 

込められた現世利益の原始。 

 

大昔からの 

人々の弥栄の願いと恵み。 

 

それを根底から支える、いわば水面下の 

水と木のちからは、巡らせ流れる力だ。 

 

心臓の鼓動を打つ力と同じ。 

この見えないちからに  どれだけの 

「ある」「おかげさま」を見出して 

大切に想えるか、が  次の火を決めていく。 

 

※伏見稲荷を作った秦氏が同じく対にして、 

地元の松尾山の神を敬い習合して建てたのが松尾大社。 

海と山の神がご祭神で 

亀と鯉（龍神さまと玄武さま）がご眷属。 

 

なので私の氏神さまである松尾大社と 

伏見稲荷大社は、ともに巡禮すると、 

色々と繋がってきて感じることが多いんです。 

 

もちろんここに限った話ではありませんが。 

 



水と木の営みに感謝を捧げ、 

あか、きいろ、しろ、の祈りは 

後々の世へと引き継がれてきた。 

 

五穀豊穣に始まり、この現世を 

幸せに生きるための 

人々の願い、祈りを 

1200年以上もここで 

実際に叶えてこられたのが 

この伏見稲荷大社の大神様だ。 

 

人間って強くて弱い。だから祈る。 

 

刻々と時だけ早まるような焦りや、 

過ぎ去ったことへの縛り、 

目の前の暗闇は、人間だけのもの。 

 

分かち合う喜び 

笑いあう愉しさ 

愛し合う切なさも人間だけのもの。 

 

現世利益もまた同じ。 

人間だけのもの。 

 

そして、見えないものへの感謝も 

人間だけのもの。 

 

だからこそ丁寧に、ゆっくりと 

自分という人間にしかできない 

それを感じてみよう。 

それを祈りにして 

稲荷のお山を歩きにゆこう。 

 

ご縁ある土地に生まれてきたこと 

その水面下の恩恵を感じながら、 

 

お山の大地潤す水と木々に抱かれて 

幸せへの祈りをしよう。 



祈ったことを生活の中に具体化していこう。 

そうやって、自分だけの幸せを生きて知ろう。 

 

なれる中で一番嬉しい自分を知っていこう。 

 

あか、きいろ、しろの祈りと恵み 

現世この身で味わってゆくために。 

 

ご先祖さまがたもご一緒に、 

お山をめぐる、巡禮の旅をしよう。 

 

私は先達としてそれを、ささやかながら 

ずっと大切に伝えていきたい。 

 

 

かみさまとほとけさまの ちょっとした違い 

 

神様のところには、 

住んでいる場所やお家や環境や場の移動 

身の回りのものなどの祓い清め 

物事のけじめ、事の起こりを主にお願いに行きます。 

 

仏様のところには 

人間関係、ご先祖さまや縁故関係、 

主に ご縁に関する知恵をお持ちですから 

人の生き方や 考え方 活かし方 

出逢い 別れ から 家事 子育てなど 

つまり 子孫繁栄に関することをお願いに行きます。 

（身近な人が神様・仏様や〜という体験をさせる） 

生きざまの中で、どういう風に生きたら幸せか 

心の中をカバーすることが得意 

自分から答えが学べるように・・・導かれる 

目を覚まさせ、自分の足で立てるように試練を与える。 

 

・神様      場の祓い清め 

           人のしていることを じっとみているだけ 

・仏様      動き方の知恵 

・ご先祖様  狐の神様と共に動いてくださる 



祈り 

 

そう あなたの正義でいいんです。 

そこに善悪がなくなるから。 

 

好き嫌いはあっていいんだよ。 

他人の正義に呼応すると 

必ず善悪を吹き込まれる。 

 

好き嫌いではなく 

そこには光り輝く羨望の人と 

憎悪の対象になる極悪人を作り込まれる。 

それだけのことなんだけど 

他人の正義を背負うと、 

それだけで生きて行きにくくなる。 

 

祈りってそんなお勉強です。 

 

 

 

 

神の代理であること（宿命）と、女であること（天命） 

 

神の代理をするより 

女であろうとした 

 

神様がそれを応援したから 

そうなった 

 

人のあたりまえを 

宿命より天命をと 

 

神は支えてゆく 

 

与那原町 三津武嶽 （みちんだき） 

 

 

 



【伏見稲荷】 

 

ご縁 どれだけ大切にできますか？ 

授かったもの どれだけあり難いと 

手を合わせていますか？ 

去るもの 深く愛してあげましたか？ 

失せるもの 執着を残していませんか？ 

進むこと 迷いはありませんか？ 

 

「期待」ではないのですが 

ちゃんと想い出してほしいとか、 

すがってほしいとか、 

一緒に動きたいとか、 

ちゃんと話をしてほしいとかという 

肉親ならではの信号みたいなもの。 

 

生きている者同士でも 

それは変わりないことですが、 

肉体を持たなくなった魂は、 

なおさらそんな想いが深く強くなってきます。 

 

ご先祖のことを偲ぶたび 

自然に合掌し、 

命を与えられ、 

支えられている事への感謝の 

気持ちが湧いてくる。 

 

ご先祖様と意志を通じ合う瞬間が、 

これだと思うのですが、 

そういう大切なことが 

「今ここ」を生きている 

まぎれもない 

自分への信頼につながります。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



巡禮記WEBお話会 伏見稲荷 （【生業を祈るときのコツ】お仕事ver.）  

 

「神仏習合」のお山、現世利益を願う。 

天照大神さま以外の神々様が「明神」になっておられる場所。 

欲望が練成され、形を変えて叶っていく ※錬成（心・体・技術を鍛えていくこと） 

 

善きを作っていくために、神様たちがなさることに、我々人間がどう加担していくか？ 

祓い清めNo1.のご神仏（嘘を払う）→ 随身さま、金剛力士さま 

 

●point１ 『土台』 熊野社、藤尾社、霊魂社 

＜土台の縁を回向し感謝する祈りをここでしよう。> 

 

自分の生業の土台とはなにか？ 

見えない土台と見える土台がある。 

 

ご先祖様、土地の氏神様、産土神様、学びをくれた出来事、お世話になった方々、 

両親、取引先、創業者、流通・物流の巡りに関係する人々、国、お客様・・・ 

仕事のご縁の枝葉の先、手指の先に至るまで支えあう全ての場所、人、繋がり。 

 

「どうしてこの事業をやりたいのか？」 

このご縁の中で事業がある、このご縁の中で知恵をいただいて、これからも一緒にやっていきたい。 

勤め人が勤め人として、やりきる。 

 

例えばパン屋さんならば。。。 

店、生活の家 両方の氏神様、ご先祖様、好きな神様や頼りにしている仏様、 

生業で手本にしていたり尊敬する先駆者など。 

パン屋ができること→ 心身の健康維持、暮らしを支えあう家族や身近な縁、スキルを磨く縁。 

原材料の仕入れや卸、機材、道具、など モノの縁、物流滞りなくあることの縁、原材料の産地の栄えと共に潤う縁。  

店があること→ その土地の氏神様との縁、風水地を護る龍神との縁、地域のお客様の暮らしの安寧など。 

 

これらすべてが土台の縁となり、パン屋ができていることに改めて 

「ありがとう」と一つ手を合わせること。 

いつも誰かに喜んでもらえる縁を生業通して拡げられているか？ 

社会の一つのピースとしてよい巡りの泉となれているか？ 

パン屋として創意工夫できるところがあれば、智慧をいただいてやってゆきたいという祈り。 

 

自分だけではなく土台の縁を祈れる人は業種関係なく、 

豊かさの智慧をいただき喜んでがんばれる人。 



祈りの意識が広がり視野も大きくなり、神仏と共にこれらすべての縁とともに、 

祈ったように現実を縁して生きてゆく意志を伝える。 

 

生業祈る人が、ここで最初に土台に感謝し、志を立てるのはとても大事なポイント！ 

 

●point2 『価値判断の祓い清め・認知度を拡げるには』 荷田東丸さま（初代宮司/秦氏親族） 

 

自分の生育歴や経験のなかでパターン学習してきた価値判断基準、信念。 

または、親、教師、影響力のある人に言われて採用したり信じてきたもの。 

 

「普通こうだよね」 「こうするべきだ」 「これが正しい」 「間違ってる」 

「あなたはこうだからこうなる」 「あれをしたらこうなるよ」 

例えば「○○したら罰が当たる」 「あなたに経営は向いてない」 など。 

 

こういった日常無意識に入った価値判断の基準に合わせて、 

人は願い祈りを作り出すので、その基準そのものを見直すところ。 

祓い清めを願い、本殿でまっすぐな心で手を合わせられるように自分を知る祈り。 

 

荷田龍頭さま→ 売れていない伏見稲荷をメジャーデビューさせた人。 

伏見稲荷を東寺の鎮守社にしてくれた（弘法大使空海さまへ営業をかけ成功した）、 

そのタイミングを知っているのはこの社。 

 

広く知ってもらうために、人にわかりやすく認知してもらう知恵、 

右腕になってくれる人、信頼できる人・信頼してくれる人、協力者との縁を祈る。 

互いの力を「ここぞ！」という時に、上手く活かしあえる、タックを組む縁の相乗効果を願える。 

 

●point3 『労い』 白狐社（命婦専女神） 

 

いつもよく動いてくれている狐の神様たち（ご縁の象徴）の動きを命婦様に報告して労ってもらう祈り。 

狐の神様は眷属神で稲荷大神の元、その差配で動くので、見えないところでも動いてくれている。 

私たちから直接のありがとうよりも、狐の神様の母のような存在の命婦さまに労ってもらうことで、 

信頼関係が深まる。大きな喜びになる。 

 

自分の仕事周りの動きの回向にもなり、滞りないよう 人、モノ、こと、が 

巡りながら全体として生き生きと支えあっているか？ということを省みる場でもある。 

 

命婦社のキーワード： 「大好きです」 「いつもありがとう」 「いつもごめんね、許してね」 

「うちの狐さんたち、本当によく動いてくれています。いっぱい労ってあげてください。」 



自分の仕事ができている＝ご縁がつながっている＝狐の神様が動いてくれている。  

※男性が命婦さまの御前で土下座する意味 → 足らず（至らないところを）をどうか教えてください。 

 

●point4 『疑いと向き合う』 本殿の裏正面 

 

人の欲→願い→祈りには、時々巡禮記の裏まんだらのように、 

創造願望に反して破壊願望が出てきたり、 

過去の経験によってパターン学習した、何らかの怖さや不安、悲しみなどの感情記憶が 

今の自分の願いや祈りへの疑いとなって出てくることがある。 

 

たとえば、「信頼のあるチームやパートナーと共に切磋琢磨しながらいい仕事がしたい」 

という願いがあって、その意識の奥に、 

「もう二度と裏切られたくない！」 「人と仕事するのは疲れるしめんどくさい」 

「失敗して破産したくない」 「どうせ自分にはろくな縁がない」 「自信がなくて怖い」といった、 

真逆の『疑い』が湧くことがあるなら、 

 

その裏まんだらの正直さも、ここでしっかりと手を合わせて向き合ってみる。 

(疑いとなっている怖さや不安や悲しみを認知、自覚すること) 

 

カッコつけなくていい、生々しい自分の素直さ、正直さの心地よさを感じるところ。 

傲慢さも自己卑下も取り祓う、赤裸々な祈りの場所。 

生業を祈る人の素直さは大切なので、当てはまる状況の時はここもpoint！ 

 

●point5 『背負うものを誇りにしてゆく・自立と成長・自由と責任』 熊鷹社 

 

本地仏は不動明王（かつ地蔵菩薩、（龍）矜羯羅童子の池/不動明王のご眷属） 

盤石の大慈大悲の志を以て、邪を斬り祓い、人を救う仏。 

自分の道を創っていく責任と面白さを引き受けて、どうしていきたいか。 

今迷っていること、決めあぐねていること、責任転嫁していることや成仏させていないわだかまりなど、 

それらを、自分の仕事において善き経験としてどうやって糧にしてゆくかの智慧。 

 

個人の感性 → 原始的に水・空気・土があったら、あなたは何を作りますか？ 

ここに人を混ぜていく。この人をどうやって使って行きますか？ 

（山の入口の入口：原始に還る場所にいっぺん還ってみる。ex.経営の原始など） 

いるものといらないものが沢山でてくる。 

人に対する恨みがあるから事業が傾いていく、恨みがあるから愛されない。 

（ご灯明することで）恨みがどれだけ大きく左右するかよくわかる。 

 



★田中社神蹟・権田夫社（権田夫大神/本地仏 大黒天）★ 

大己貴命（大黒天/破壊と創造） → 出雲の神さまが稲荷神になって座っている姿。 

 

「気合い！入れて、腹くくっていこうぜ！」な祈りの場所 

 

国造り（どんな会社を作りたいか？）を、さらっと言って降りてくる。 

将来設計ではなく、どういう国を造りたいか？ ということをちゃんと伝える。 

言ったからとその通りにならない。言うことが大事。自分のモチベーションなど伝えて、そこに残してくる。  

それが活きてくる時がくる。チリンチリンと鐘が鳴って教えてくれる。 

 

壊して進むのはミラクルではなく、日々の創意工夫の積み重ね。 

壊したあとに瓦礫が残る、その欠片・瓦礫みたいなものを自分で踏み固めて、自分でいい経験にしていく。 

新たな自分の国造り。創意工夫、適材適所、たくさんの見方をつけて生業を育てていくことになる。 

 

●point6 『機知を磨く』 御劔社 

 

機知を磨く。決断・物事・創業のはじまり、今日一日のはじまり、今やるべきか？やらざるべきか？ 

※機知：その場に応じて、とっさに適切な応対や発言ができるような鋭い才知。ウイット。エスプリ。 

 

経営や仕事 → 小さな自分の決断・選択肢の連続。 

直感と自己信頼も大事だが、それだけではできない、でも決めていかなければいけない。 

自分にとっての劔とは何か？ もう一度、しっかり感じ直してもらう場所。 

仕事上の劔は人それぞれ。（道具、言葉、スキル、自分の顔、など） 

どんな風に扱うのか、どんな風に使っていくのかを祈れる。 

誰かを守るためもあるし、（自分・相手を）傷つける、戦うために使っていても、 

またやり直し、自問自答しながら自分の基地を磨くことができる。 

根本姿勢を祈願して、そのように創意工夫していく場所。 

 

★焼場の水（龍穴）★ 

火と水、相反するもので何ができるか？ 

火と水のエネルギーを、両方バランスを取っていく。（押す⇆引く、動⇆静） 

支えてくれる稲荷の狐さんたちや、いつも支えてくれる人など感謝の場所。 

仕事のバランスをとる、いつも支えてくれるご縁の人のことを思ったり、 

いつも見えないけど守られているなぁ〜と感じていただく場所。その加護を祈る。 

  

★御劔社（長者社神蹟）★ 

御神体：劔のような大きな大きな磐座（賀茂玉依姫（下鴨神社御祭神）・毘沙門天） 

 



巡禮記WEBお話会 伏見稲荷 （【愛し合う縁を祈るとき】恋愛・パートナー・人間関係創りver.） 

 

★point1 『土台』 熊野社、藤尾社、霊魂社 

<土台の縁を回向し感謝する祈りをここでしよう。> 

 

自分と相手のつながりを支える土台とはなにか？ 

見えない土台と見える土台がある。 

 

ご先祖様、土地の氏神様、産土神様、お世話になった方々、 

血縁、魂の縁、今までの出会いと別れから経験したこと、 

枝葉の先、手指の先に至るまで支えあう全ての場所、人、繋がり。 

 

心身が惹かれあう人の縁するところには 

自分にも相手にも土台があり、それぞれのおかげ様があることに手を合わせる祈り。 

 

<例えば、彼氏との縁を祈る場合> 

彼にもご先祖様がいて、土地の氏神様の護りがあり、 

彼の父母・家族・血縁がいて、姓名があり、育った環境による価値観がある。 

彼は彼の人生の時間を生きている。 

その彼のいのちの時間をどのように過ごすか、何を大事にするかの選択の自由がある。 

彼の人生の経験測があり、信仰や考え方や想いがある。 

彼の人生の中で扱うテーマや痛み、孤独もある。 

 

そんな彼の土台（背景）と、自分の同様の土台を同じように、尊重できていますか？ 

そんな願い祈る姿勢をつくるところ。 

彼との関係において誠実に正直に縁を温めつなぐ姿勢。 

創意工夫できるところがあれば智慧をいただいて、そのようにやってゆきたいという祈り。 

 

「こういう人を好きになりました。」自分との整合性を取っていきます。 

 

これは、別れを願う場合も実は同じ。 

相手の土台から尊重して手を合わせることから祈りはスタート。 

 

★point2 『ジャッジの祓い清め』 東丸神社 

 

自分の生育歴や経験のなかでパターン学習してきた価値判断基準、信念。 

または、親、教師、影響力のある人に言われて採用したり信じてきたもの。 

 



人に言われた決めつけられた言葉の祓い清め。 

「あなたは恋愛のブロックがあるわ」 「普通こうするべきよ」 

「これが正しいパートナーシップよ」 「ブサイク」 「デブ」 「魅力ないね」 

「あなたはこうだからこうなる」 「あなたには無理ね」 「○○より劣っている」 

「素質がない」 「どうせ愛されない」 「私はダメな人間だ」など。 

 

・・・ 逆もある。 

 

いつの間にか無意識に入った価値判断の基準に合わせて、 

人は願い祈りを作り出すので、その基準そのものを見直すところ。 

 

自分を生きる祈りが、誰かの一方的な価値基準のつぎはぎによって曇っていないか。 

祓い清めを願い、本殿でまっすぐな心で手を合わせられるように自分を知る祈り。 

 

★point3 『疑いと向き合う』 本殿裏正面 

 

人の欲→願い→祈りには、時々巡禮記の裏まんだらのように、 

過去の経験によってパターン学習した何らかの怖さや不安、悲しみなどの感情記憶が、 

今の自分の願いや祈りへの【疑い】となって出てくることがある。 

 

本殿正面の祈り（創造願望：二人、お互いに、一緒の方向を見る、三方よし、を意識）に対して、 

破壊願望（自分か相手のどちらかに集中してあぶり出てくる思い）が出ることがある。 

 

たとえば、「彼との恋愛を成就させてずっと一緒に元気で仲良くいたい。」 

という願いがあって、その意識の奥に、 

 

「もう二度と裏切られたくない！」 「恋愛は疲れるしめんどくさい」 「悔しい」 「罪悪感」 

「一人になりたくない」 「彼のここが許せない」 「どうせフラれる」 「自信がなくて怖い」 

といった真逆の『疑い』が湧くことがあるなら、 

 

その裏まんだらの正直さも、ここでしっかりと手を合わせて、 

向き合って(疑いとなっている怖さや不安や悲しみを認知、自覚すること)みる。 

 

カッコつけなくていい、生々しい自分の素直さ、正直さの心地よさを感じるところ。 

傲慢さも自己卑下も取り祓う、赤裸々な祈りの場所。 

 

※自分に素直になれない時は裏まんだらを書いてくるのも整理できておススメ！ 

 



★point4 『男の存在感』 黒尾大権現 

 

「あなたみたいな人と愛し合いたい」 

「彼をあなたのような方にして欲しい。」 

アコマチさま（命婦さま）の旦那さんにあたる狐の神様。 

大天使ラファエルさまと同じと言われる。（少名彦命さまみたいな方） 

決して威張らず、力強い佇まいで淡々と命婦さまの横で眷属神№２として動く。 

男性の愛情表現、佇まい、いてくれることの安心感やエネルギーを感得してみよう。 

強くて誠実で嘘つかない、媚びない、偉ぶらない。愛していることを貫いてくれる。淡々と自分を生きている方。 

そういう魂の人を探してくれる、彼がクロオさまの魂になっていくような縁をどんどん繋いでいってくれる。 

 

★point5 『労いと自負』 命婦社(白狐社) 

 

いつもよく動いてくれている狐の神様たちの動きを、命婦様に報告して労ってもらう祈り。 

狐の神様は眷属神で稲荷大神の元、その差配で動くので 

私たちから直接のありがとうよりも、 

狐の神様の母のような存在の命婦さまに労ってもらうことで信頼関係が深まる。 

 

命婦社のキーワード： 

「命婦さま大好きです」 「いつもありがとう」 「いつもよくやってくれています」 「命婦さま助けて」 

パートナー、片思い・両想い関係なく恋愛している相手、 

家族、友人、魂の縁の人を大切に想い愛している気持ちに自負を持つ。 

凛としていなさい。わからないことはちゃんと聞くのよ。男性を育てる神様。 

 

★point6 『執着の苦しさの祓い』 熊鷹社 

 

熊鷹社は本地仏が不動明王。盤石の大慈大悲の志を以て、邪を斬り祓い、人を救う仏。 

自分と誰かの関係性を育み創っていく責任と面白さを引き受けて、どうしていきたいか。 

 

今迷っていること、怖いこと、コントロール欲、勝手に期待して幻滅しているところ、 

責任転嫁していることや成仏させていない過去のわだかまりなど、 

それら執着を、これからの自分の人生を生ききる経験としてどうやって糧にしてゆくかの智慧。 

 

相手があることだからこそ、臆病にも卑屈にもずるくもなるし、 

いろんな体験と感情が味わえるから、執着が悪いのではない。 

囚われすぎて自分のことも相手のことも見えなくなる視野の狭さが苦しさになる。 

正直にみつめて相手のせいにせず自分の体験として受け止める意志を祈りにする。 

その祈りに対する祓い清めを願う。 



★point７ 『心眼』 眼力大明神社 

 

本地仏は猿田彦大神。 

「この人でいいのかな」 「いい人と出会いたい」 

「嫌なところばかり見てしまう」 「どう観られてる？」 

「どこを目指してるんだろう？」 「自分の気持ちがわからない」 など迷いのあるとき。 

 

→ 心眼の曇りがあれば祓っていただく。 

人は千差万別に観たい様に現実を見て生きている。 

自己憐憫、自己卑下、不信感、決めつけ、猜疑心などが心眼曇らせてゆく。 

 

相手を観る眼、少し先を見通す眼、相手の目をまっすぐ見る眼。 

パートナーならば二人でどこを見てゆきたいか。 

同じ方向を見ていく意識を合わせるためにできることは？ 

 

見えるものが全てではない。 

自分を見る眼 ⇆ 人から見られる眼 は同じ。 

 

★point8 『毎日の繰り返しが自分を作る』 御膳谷奉拝所 

 

毎日の繰り返しを見直す。（毎日の繰り返しが自分をつくっている） 

その繰り返し、習慣はあなたを綺麗に元気にするだろうか。 

二人を、互いを大切に尊重していくものだろうか。 

その繰り返しは何を育んでいますか？ 

 

裏の祈願もできる。 

恨み、ダメ出しなどが繰り返しになっているなら、自分にも相手にも不完全さを認める祈りにしていく。 

経験を糧にする。（祓い清めと納めができる場所） 

 

習慣の繰り返しが、人の積み重ねが「徳」になっているか「不徳」になっているかよくわかるところ。 

自分の思いを長い間、大事にできるか？ 飽きるという言葉を持って崩していく人が多い。 

 

★point9 『口に出して想いを伝える』 おせき稲荷社 

 

気持ちよく、心込めて相手に想いを伝える、話す。 

わだかまりを作らず伝え合う智慧と工夫。 

我慢せず無視せず押し付けずに心を伝えるには？ コミュニケーションに対する恐怖など祈る。 

（喉のトラブル、呼吸疾患、声を使って仕事をする人など） 



★point10 『許し』 三ノ峰神蹟 

 

自分のことを嫌いな人、自分が嫌いな人の幸せを祈る。 

許したくないことと向き合う。気づく。 

 

両親への想いを整理する。 

「こうしてほしかった」 「こう言いたかった」 

「お父さんお母さんありがとう」 or 「お母さん嫌い、お父さん嫌い」 

「うまれてよかった」 「生まれてきたことへの罪悪感」など、一人ひとり違う。 

それは恋愛やパートナー関係創りに癖として影響する。 

⇒ 気づくだけでいい。そうなんだなと自分を知ることが許しになる。 

 

あらゆる縁の嫉妬、恨み、許せないことの瓦解を祈る。 

念に対する最大の防御は自分がそこ（重い念を飛ばして誰かを縛る意識）にいないこと。 

神蹟の磁場の力を借りてゆだねて祈る。 

過去の経験の記憶に対する理解と許しを些細な一つだけでもいい。 

 

瓦解し緩んだスペースに、稲荷大神の神徳と祈った縁が結ばれてゆく。 

 

他ならぬ、自分自身をごまかしなく見つめて知ってゆく、お山。 

神仏の祈りの場だからこその正直さを大切に、一歩ずつ歩いてゆきましょう。 

 

※瓦解（がかい）とは、 

 （屋根瓦の一部が落ちれば、その余勢で他の多くの瓦が崩れ落ちるように） 

  一部の崩れから全体が崩れること。 
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