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全国都道府県別 

縁結び神社・金運神社リスト 

（2015年版） 

～【運気爆上げ】神様から応援されまくる参拝方法～ 

 

監修：マリッジカウンセラーこのはなさくや 
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■著作権について■  

このテキストは著作権法で保護されている著作物です。  

下記の点にご注意ください。  

 

このテキストの著作権は、このはなさくやに属します。  

著作権者の許可なく、このテキストの全部または一部をいかなる手段においても  

複製、転載、流用、転売、公開等することを禁じます。  

 

このテキストの開封を持って、下記の事項に同意したとみなします。  

このテキストは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、このテキストの全部

または一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。  

 

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、  

関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行

なう場合があります。  

 

契約に同意できない場合は、作成者であるこのはなさくやにその旨を通知し、本テキスト

の返却と削除をもとめます。  

 

このテキストに書かれた情報は、作成時点での著者の見解です。著者は、事前許可を得

ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。  

 

このテキストの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありまし

ても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願いま

す。  

 

【推奨環境】  

 

 

このテキストに記載されているURLはすべてクリックできます。  

もしクリックできない場合は、最新のAdobeReaderを下記のページよりダウンロードしてく

ださい。（無料）  

 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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【このテキストブックの目的】 

 

このテキストは、日本全国にあるパワースポット、とりわけ縁結びや金運成就

のために御利益があるという神社を、都道府県別に一カ所ずつ選び、リスト化

したものです。 

 

5～6年ほど前から、わたしの起業家仲間の友人達の間で、富士山の山梨県側の

中腹にある新屋山神社、通称「金運神社」に参拝するのが流行し出しました。 

中にはバスを貸し切ってピクニック気分で出かけるグループもで始め．．． 

わたしも誘われたことがあり、一度だけでかけましたが、いやはや遠い（汗） 

バスツアーというものがそもそも好きでないこともあるのですが、早朝に新宿

駅に集合して、帰宅は夜遅く。 

非常に疲れたので、一度で十分というのが正直な気持ちでした＾＾； 

 

この新屋山神社がなぜそんなに有名になったかというと、かの船井総研総帥の

船井幸雄氏が、「お金に困りたくなかったら、富士山のこの神社に行くといい。」

と新屋山神社のことを言ったというのが、ことの発端らしいです。 

 

その後わたしは、何も、船井さんのお墨付きの新屋山神社以外にも、知られて

いないだけで、全国に「金運神社」と呼ばれる神社はもともとあるのではない

か？とリサーチを始めました。 

 

ありました。それも各都道府県に。 

ついでに調べたら、「縁結びの神様」と呼ばれる神社も、各都道府県にしっかり

ありました（笑） 

 

ということで、「遠くの親戚よりも近くの他人」じゃないですけど、なにも山梨

の新屋山神社までなるばるでかけなくても、あなたが住んでいる地元の縁結び

やお金の神様にこまめにお参りし、日々の誓いと感謝を奏上し、毎日を丁寧に

誠実に、精力的に生きていくことで、神様にかわいがっていただけるような自

分になる。神様の目から見て、応援したくなるような自分になる。 

 

それが縁結びであろうと金運であろうと、運気を上げるコツなのではないかな

と思う次第です。 
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【パワースポットとは？】  

 

パワースポット(power spot）、エネルギースポット、気場とは、スピリチュアリティや風水や

気功などの考え方に基づいて、人を元気にしたり健康にする力があると信じられている場

所のことである。（ウィキペディアより引用）  

 

「新月の願い事リスト」を書いたり、勝負をかけた手紙やメールを書くときも、実はこのパ

ワースポットと呼ばれるところで書くと効果があがるらしいです。  

 

おそらくパワースポットがもつエネルギーの高さが、大いなる力に守られているという安心

感を与えてくれ、心配事や迷いをふっきってくれ、本当に書くべきことについてのインスピ

レーションを受け取りやすくなるからでしょう。  

 

●このリストでは、数あるパワースポットの中でも、縁結び神社と金運神社に特化して

ご紹介いたします。  

 

北は北海道から南は沖縄まで、都道府県別に縁結び神社と金運神社をそれぞれ一

か所ずつリストアップしてました。  

 

もちろんこのリストに載っていない縁結び神社・金運神社もたくさんあります。  

一番いいのはあなた自身がいて居心地がよかったり、ほっとしたり、自然に感謝の気

持ちが湧いてきたりなど、元気になれるところをみつけることです。  

 

 

縁がめぐると、円もめぐる。 
 

これからの人生で、あなたが、人のご縁にも、金銭的な豊かさにも恵まれますように。 

祈りを込めて。 

 

マリッジカウンセラー このはなさくや 
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Part1 

縁結び神社編 
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【北海道】 姥神大神宮（檜山郡江差町） 

http://www.hokkaido-esashi.jp/ubagami/ 

 

【青森県】蕪島神社（八戸市）  

http://kabushima.com/jinjya/index.html 

 

【岩手県】盛岡八幡宮（盛岡市）  

http://www.morioka8man.jp/ 

 

【秋田県】日吉神社（能代市）  

http://www.kensoudan.com/firu-kita-e/nosiro/hiyosi.html 

  

【宮城県】.二柱神社（仙台市）  

http://f-shrine.com/ 

 

【山形県】宮内熊野大社（南陽市）  

http://kumano-taisha.or.jp/ 

  

【福島県】羽黒神社（福島市）  

http://www.lilac.cc/~poppy/haguro.htm 

http://www.hokkaido-esashi.jp/ubagami/
http://kabushima.com/jinjya/index.html
http://www.morioka8man.jp/
http://www.kensoudan.com/firu-kita-e/nosiro/hiyosi.html
http://f-shrine.com/
http://kumano-taisha.or.jp/
http://www.lilac.cc/~poppy/haguro.htm
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【栃木県】太平山神社（栃木市）  

http://www.ohirasanjinja.rpr.jp/index.html 

 

【群馬県】高崎神社（高崎市）  

http://www.takasakijinja.or.jp/ 

  

【茨城県】鹿島神宮（鹿島市）  

http://www.kashimajingu.jp/wp/ 

  

【千葉県】櫻井子安神社（旭市）  

http://www.kajiro.jp/ 

  

【埼玉県】川越八幡宮（川越市）  

http://kawagoe-hachimangu.net/ 

  

【東京都】東京大神宮（飯田橋）  

http://www.tokyodaijingu.or.jp/ 

  

【神奈川県】走水神社（横須賀市）  

http://www.geocities.jp/kamosuzu/hasirimizujinjya.html 6 

  

http://www.ohirasanjinja.rpr.jp/index.html
http://www.takasakijinja.or.jp/
http://www.kashimajingu.jp/wp/
http://www.kajiro.jp/
http://kawagoe-hachimangu.net/
http://www.tokyodaijingu.or.jp/
http://www.geocities.jp/kamosuzu/hasirimizujinjya.html%206
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【新潟県】白山神社（新潟市）  

http://www.niigatahakusanjinja.or.jp/ 

  

【富山県】高瀬神社（南砺市）  

http://www.takase.or.jp/ 

  

【石川県】気多神社（羽咋市）  

http://www.keta.jp/top.html 

  

【福井県】金崎宮（敦賀市）  

http://kanegasakigu.jp/ 

  

【長野県】生島足島神社（上田市）  

http://www.ikushimatarushima.jp/ 

  

【山梨県】諏訪山中神社（南都留郡山中湖村）  

http://www.suwajinja.com/ 

  

【静岡県】富士山本宮浅間神社（富士宮市）  

http://fuji-hongu.or.jp/sengen/ 

  

http://www.niigatahakusanjinja.or.jp/
http://www.takase.or.jp/
http://www.keta.jp/top.html
http://kanegasakigu.jp/
http://www.ikushimatarushima.jp/
http://www.suwajinja.com/
http://fuji-hongu.or.jp/sengen/
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【愛知県】恋の水神社（知多郡美浜町）  

http://www.yumemusubi.com/mori/jinja/aichi/koinomizu.htm 

  

【岐阜県】結神社（安八郡安八町）  

http://www.genkiwk.net/p/go_musubu102c/ 

 

【三重県】.伊勢神宮（伊勢市）  

http://www.isejingu.or.jp/ 

  

【滋賀県】豊満神社（愛知郡愛荘町）  

http://www.biwako-visitors.jp/search/spot_around_303.html 

  

【京都府】貴船神社（京都市）  

http://kibune.jp/jinja/ 

  

【大阪府】大国主神社（大阪市）  

http://www12.plala.or.jp/HOUJI/jinja-1/newpage218.htm 

  

【奈良県】大神神社（桜井市）  

http://www.oomiwa.or.jp/ 

  

http://www.yumemusubi.com/mori/jinja/aichi/koinomizu.htm
http://www.genkiwk.net/p/go_musubu102c/
http://www.isejingu.or.jp/
http://www.biwako-visitors.jp/search/spot_around_303.html
http://kibune.jp/jinja/
http://www12.plala.or.jp/HOUJI/jinja-1/newpage218.htm
http://www.oomiwa.or.jp/
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【和歌山県】熊野速玉大社（新宮市）  

http://www.kumanokaido.com/hayatama/  

 

 

【兵庫県】生田神社（神戸市）  

http://www.ikutajinja.or.jp/ 

  

【鳥取県】白兎神社（鳥取市）  

http://www.genbu.net/data/inaba/hakuto_title.htm 

 

  

【島根県】出雲大社（出雲市）  

http://www.izumooyashiro.or.jp/ 

 

【岡山県】由加神社本宮（倉敷市）  

http://www.yugasan.or.jp/ 

 

  

【広島県】厳島神社（宮島市）  

http://www.miyajima-wch.jp/jp/itsukushima/ 

 

  

【山口県】琴崎八幡宮（宇部市）  

http://kotozaki.com/ 

 

http://www.kumanokaido.com/hayatama/
http://www.ikutajinja.or.jp/
http://www.genbu.net/data/inaba/hakuto_title.htm
http://www.izumooyashiro.or.jp/
http://www.yugasan.or.jp/
http://www.miyajima-wch.jp/jp/itsukushima/
http://kotozaki.com/
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【香川県】田村神社（高松市）  

http://tamurajinja.com/ 

  

【徳島県】金毘羅神社（阿南市）  

http://www.awakotohira.tanuki.jp/ 

  

【愛媛県】喜多浦八幡神社（今治市）  

http://www.go-shimanami.jp/shisetsu/hakata/007.html 

  

【高知県】朝倉神社（高知市）  

http://asakurajinja.yamanoha.com/ 

  

【福岡県】恋木神社（筑後市）  

http://www.mizuta-koinoki.jp/ 

  

【大分県】粟嶋神社（豊後高田市）  

http://bit.ly/tRhFQI 

  

【佐賀県】淀姫神社（伊万里市）  

http://www2.ihn.jp/~t-nk.410/index.html 

http://tamurajinja.com/
http://www.awakotohira.tanuki.jp/
http://www.go-shimanami.jp/shisetsu/hakata/007.html
http://asakurajinja.yamanoha.com/
http://www.mizuta-koinoki.jp/
http://bit.ly/tRhFQI
http://www2.ihn.jp/~t-nk.410/index.html
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【熊本県】阿蘇神社（阿蘇市）  

http://www.eva.hi-ho.ne.jp/suruga/asozinnjya.htm 

  

【長崎県】月讀神社（壱岐市）  

http://www.genbu.net/data/iki/tukiyomi_title.htm 

  

【宮崎県】高千穂神社（西彼杵郡高千穂町）  

http://www.pmiyazaki.com/takachiho/tajinjya.htm 

  

【鹿児島県】霧島神宮（霧島市）  

http://www.kirishimajingu.or.jp/index.html 

  

【沖縄県】普天間宮（宜野湾市）  

http://www.genbu.net/data/ryukyu/futenma_title.htm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eva.hi-ho.ne.jp/suruga/asozinnjya.htm
http://www.genbu.net/data/iki/tukiyomi_title.htm
http://www.pmiyazaki.com/takachiho/tajinjya.htm
http://www.kirishimajingu.or.jp/index.html
http://www.genbu.net/data/ryukyu/futenma_title.htm
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Part2 

金運神社編 
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【北海道】 函館八幡宮（函館市）  

http://www.hachimangu.jp/ 

  

【青森県】岩木山神社（弘前市）  

http://www.iwakisan.com/oyama.html 

  

【岩手県】日高神社（奥州市）  

http://www.iwatabi.net/morioka/ousyuu/hidaka.html 

  

【秋田県】太平山三吉神社（秋田市）  

http://www.miyoshi.or.jp/ 

  

【宮城県】.二柱神社（岩沼市）  

http://f-shrine.com/ 

  

【山形県】金峯神社（鶴岡市）  

http://www.kinbou.net/ 

 

【福島県】大鏑矢神社（田村市）  

http://www.ookaburaya-jinja.ftw.jp/ 

  

http://www.hachimangu.jp/
http://www.iwakisan.com/oyama.html
http://www.iwatabi.net/morioka/ousyuu/hidaka.html
http://www.miyoshi.or.jp/
http://f-shrine.com/
http://www.kinbou.net/
http://www.ookaburaya-jinja.ftw.jp/
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【栃木県】古峯神社（鹿沼市）  

http://www.furumine-jinjya.jp/ 

  

【群馬県】冠稲荷神社（太田市）  

http://kanmuri.com/ 

  

【茨城県】笠間稲荷神社（笠間市）  

http://www.kasama.or.jp/ 

  

【千葉県】香取神宮（香取市）  

http://www.katori-jingu.or.jp/ 

/  

【埼玉県】三峰神社（秩父市）  

http://www.mitsuminejinja.or.jp/ 

  

【東京都】明治神宮（原宿）  

http://www.meijijingu.or.jp/ 

  

【神奈川県】佐助稲荷神社（鎌倉市）  

http://www.kamakura-burabura.com/meisyokamakurasasukeinari.htm 

  

http://www.furumine-jinjya.jp/
http://kanmuri.com/
http://www.kasama.or.jp/
http://www.katori-jingu.or.jp/
http://www.mitsuminejinja.or.jp/
http://www.meijijingu.or.jp/
http://www.kamakura-burabura.com/meisyokamakurasasukeinari.htm
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【新潟県】白山神社（新潟市）  

http://www.niigatahakusanjinja.or.jp/ 

  

【富山県】金劒宮（白山市）  

http://www.kinkengu.info/ 

  

【石川県】金澤神社（金沢市）  

http://www.kanazawa-jj.or.jp/ 

  

【福井県】金崎宮（敦賀市）  

http://kanegasakigu.jp/ 

 

【長野県】戸隠神社（長野市）  

http://www.togakushi-jinja.jp 

  

【山梨県】新屋山神社奥宮（富士吉田市）  

http://www.yamajinja.com/ 

  

【静岡県】事任八幡宮（掛川市）  

http://www.geocities.jp/kotonomachihime/ 

  

 

http://www.niigatahakusanjinja.or.jp/
http://www.kinkengu.info/
http://www.kanazawa-jj.or.jp/
http://kanegasakigu.jp/
http://www.togakushi-jinja.jp/
http://www.yamajinja.com/
http://www.geocities.jp/kotonomachihime/
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【愛知県】熱田神宮（名古屋市）  

http://atsutajingu.or.jp/jingu/ 

  

【岐阜県】洲原神社（美濃市）  

http://www.suharajinja.com/ 

  

【三重県】.猿田彦神社（伊勢市）  

http://www.sarutahikojinja.or.jp/ 

  

【滋賀県】建部大社（大津市）  

http://takebetaisha.jp/  

 

【京都府】平安神宮（京都市）  

http://www.heianjingu.or.jp/ 

  

【大阪府】杭全神社（大阪市）  

http://www.kumata.jp/ 

  

【奈良県】石上神宮（天理市）  

http://www.isonokami.jp/  

http://atsutajingu.or.jp/jingu/
http://www.suharajinja.com/
http://www.sarutahikojinja.or.jp/
http://takebetaisha.jp/
http://www.heianjingu.or.jp/
http://www.kumata.jp/
http://www.isonokami.jp/
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【和歌山県】熊野速玉大社（新宮市）  

http://www.kumanokaido.com/hayatama/ 

 

【兵庫県】弓弦羽神社（神戸市）  

http://www.yuzuruha-jinja.jp/ 

  

【鳥取県】金持神社（日野郡日野町）  

http://www.kanemochi-jinja.net/ 

  

【島根県】出雲大社（出雲市）  

http://www.izumooyashiro.or.jp/ 

  

【岡山県】吉備津神社（岡山市）  

http://kibitujinja.com/ 

 

【広島県】塩屋神社（広島市）  

http://shioyajinja.com/ 

  

【山口県】遠石八幡宮（宇部市）  

http://www.toishi.co.jp/hachiman/ 

  

http://www.kumanokaido.com/hayatama/
http://www.yuzuruha-jinja.jp/
http://www.kanemochi-jinja.net/
http://www.izumooyashiro.or.jp/
http://kibitujinja.com/
http://shioyajinja.com/
http://www.toishi.co.jp/hachiman/
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【香川県】金刀比羅宮（仲多度郡琴平町）  

http://www.konpira.or.jp/ 

  

【徳島県】津峯神社（阿南市）  

http://www.genbu.net/data/awa2/tunomine_title.htm 

  

【愛媛県】喜多浦八幡神社（今治市）  

http://www.go-shimanami.jp/shisetsu/hakata/007.html 

  

【高知県】朝倉神社（高知市）  

http://asakurajinja.yamanoha.com/ 

  

【福岡県】筥崎宮（福岡市）  

http://www.hakozakigu.or.jp/ 

  

【大分県】宇佐神宮（宇佐市）  

http://www.usajinguu.com/ 

 

【佐賀県】寶当神社（唐津市）  

http://houtoujinja.jp/ 

  

http://www.konpira.or.jp/
http://www.genbu.net/data/awa2/tunomine_title.htm
http://www.go-shimanami.jp/shisetsu/hakata/007.html
http://asakurajinja.yamanoha.com/
http://www.hakozakigu.or.jp/
http://www.usajinguu.com/
http://houtoujinja.jp/


20 

 

【熊本県】国造神社（阿蘇市）  

http://www.eva.hi-ho.ne.jp/suruga/kokuzojinjapage.htm 

  

【長崎県】諏訪神社（長崎市）  

http://www.osuwasan.jp/index.html 

  

【宮崎県】高千穂神社（西臼杵郡高千穂町）  

http://www.pmiyazaki.com/takachiho/tajinjya.htm 

 

【鹿児島県】鹿児島神宮（鹿児島市）  

http://www.ajkj.jp/ajkj/kagoshima/hayato/kanko/kagoshimajingu/kagoshimajingu.html 

 

【沖縄県】普天間宮（宜野湾市）  

http://www.genbu.net/data/ryukyu/futenma_title.htm 

  

http://www.eva.hi-ho.ne.jp/suruga/kokuzojinjapage.htm
http://www.osuwasan.jp/index.html
http://www.pmiyazaki.com/takachiho/tajinjya.htm
http://www.ajkj.jp/ajkj/kagoshima/hayato/kanko/kagoshimajingu/kagoshimajingu.html
http://www.genbu.net/data/ryukyu/futenma_title.htm
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Part3 

参拝の作法編 
最重要 
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【参拝の作法編の目的】 

 

もともとこのテキストは当初「縁結び神社編」と「金運神社編」の二部構成の

みでしたが、思うところあって、Part3として「参拝の作法編」も追加しての三

部構成としてバージョンアップすることにしました。 

 

理由は簡単です。 

我々人間という生き物は欲の塊だからなんですね。 

 

もちろん、肉体を持ってこの地上に生を享けている以上、欲というものはあっ

てしかるべきものです。ダメだと禁じても、大地から雑草が生えてでも来るよ

うに、自然に生ずるものなのです。 

生命活動を維持する為のブースターですから、恥じるべきものでも何でもない

んですね。 

逆に、欲がまったくない人間はゾンビのようで覇気がなく魅力も乏しいですし、

成長もしないのです。 

 

このテキストを読んでくださっているあなたも、ステキなパートナーがほしい、

すでにパートナーがいる方であれば、パートナーとの関係をもっとよくしたい、

パートナーからもっと愛されたい、もっとお金がほしい等々、さまざまな欲を

お持ちでしょう。 

かくいうわたし自身も欲だらけエゴだらけです（笑） 

 

神様というご存在はそんな欲だらけエゴだらけのわたしたちをまるで赤ちゃん

を見つめるようなまなざしで「しょうがないなあ。」とおおらかに許してくださ

いますが、いくら赤ちゃんとはいえ、いつまでも赤ちゃんのままでいつづけて、

成長しないのもこれまた考えものです。 

 

では、いつまでも赤ちゃんのまま、とはどういうことでしょうか？ 

 

それはひとことで言って、「礼儀をわきまえない」ことを指します。 

「礼を失する」から「失礼」と言うのです。 

 

随神の道（かんながらのみち、神道のこと）は、礼節を重んじます。 
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1.神社にお参りする際の作法について 

 

1. 入り口の鳥居をくぐる前に会釈をし、気持ちを引き締めてから境内に入りま

す。 

入るときは、左足から。（「左進右退（さしんうたい）」と言います。） 

 

2. 手水舎の水で心身を清めます。これを「手水をとる」と言います。 

 

※手水をとる作法 

①右手でひしゃくを持ち、水をくんで、左手にかけ、左手を清めます。 

②次にひしゃくを左手に持ち替えて、同じように右手を清めます。 

③再びひしゃくを右手に持ち、左の手のひらに水を受けて、口をすすぎます。 

④口をすすぎ終えたら、もう一度水を左手にな我利舛。 

⑤最後に水の入ったひしゃくを立て、柄に水を流してから、伏せて置きます。 

 

3. 参道を通って、ご神前に進みます。 

 

4. 賽銭箱の前に立ったら会釈をし、神様に捧げる真心のしるしとして、賽銭箱

にお賽銭を入れます。 

 

5. 二拝二拍手一拝の作法で拝礼し、会釈をしてから退きます。 

退くときは、右足を引いて退く。（左進右退） 

 

※二拝二拍手一拝 

①深いお辞儀（拝）を二回繰り返します。（二拝） 

②次に両手を胸の高さで合わせ、右手を少し手前に引き、肩幅程度に両手をひらいて拍

手を二回打ちます。（二拍手） 

③そのあとに両手をきちんと合わせながらこころを込めて祈ります。 

④両手をおろし、最後にもう一度深いお辞儀（拝）をします。（一拝） 

 

その他細かい作法については、神社本庁の HPを参照されるとよいかと思います。 

◎神社本庁 HP http://www.jinjahoncho.or.jp/ 

 

↑↑↑ 

ここまでが旧版テキストでも書いた部分です。 

http://www.jinjahoncho.or.jp/
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2.心がまえ～いちばん大切なキモ～ 

 

ここから先に書くことは、旧版テキストには書いていなかったことです。 

開運を望む人であれば本来誰もが知っておくべき、最重要項目です。 

 

ある意味、わたしはこれから書くことをあなたにお伝えしたいがために、 

このテキストを書きなおし、新版としてリリースしたと言っても過言ではあり

ません。 

 

≪大前提≫ 

 

まず、神社仏閣は「お願いごと」をしにくるところではありません。 

感謝奏上しにくるところです。 

 

これは、もっとも重要な認識事項です。 

 

ほとんどの方が神社にお参りするときに、さも当然の権利であるかのように、

お賽銭を投げいれたあと、いきなりお願いごとをし始めますが、これは NGです。 

神様は常にわたしたちを守ってくださっているのです。 

 

心の眼が開けば開くほどに、どれほど我々が守られているのか、導かれている

のか、有形無形の恩寵を与えられているのか気づけるようになり、誰に言われ

ずとも、おのずとこうべを垂れるようになるはずです。 

おのずと感謝の言葉しか口から出てこなくなるはずです。 

 

すでにいただいている恩恵に眼をひらけばひらくほど、あなたの運気はあがり

ます。逆に、「もっとほしい、もっとほしい」のクレクレ波動をだせばだすほど

あなたの運気は下がります。 

 

「え？神様ってわたしたちを愛してくれているんじゃなかったの？お願い事し

たくらいで罰しちゃうわけ？」と疑問に思ったそこのアナタ。 

いい質問ですね。 

 

はい、神様はもちろんわたしたちを見守ってくださり、わたしたちの幸福を願
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ってくださっています。 

運気が下がってしまうのは、神様がわたしたちを罰した結果下がるのではなく、 

あくまでも「引き寄せの法則」が働く結果なんですね。 

 

潜在意識はわたしたちの望むものを現実化するのではなく、わたしたちが発し

ている波動にピッタリのものをそっくりそのまま現実化します。 

 

どういうことかというと、 

「ほしい、ほしい」と欲しがってばかりいると、その「欲しがっている状態」

がずっと現実化され続けますよ、ということなわけです。 

 

一方、「ありがとうございます。」という感謝の気持ちを発信していると、逆説

的ではありますが、感謝せざるを得ないような状況が引き寄せられてくる、と

いうことです。 

 

このあたりのことは、潜在意識のことや引き寄せの法則を学ばれ方であれば、 

ご存知なのではないかと思います。 

 

≪自分がどこのだれか、名前を名乗りましょう≫ 

 

P.23「神社にお参りする際の作法について」の下方に、二拝二拍手一拝の手順

について記載しましたが、実はさらに細かい作法があるのです。 

 

具体的に言うと、 

 

②次に両手を胸の高さで合わせ、右手を少し手前に引き、肩幅程度に両手をひ

らいて拍手を二回打ちます。（二拍手） 

③そのあとに両手をきちんと合わせながらこころを込めて祈ります。 

 

この③でどんな祈り方をするかが重要なのです。 

 

何も知らない人であれば、この手を合わせて祈る部分で、いきなりお願いごと

を始めてしまうと思います。 

 

実はこれが最高にマズいのです。 
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日常生活に置き換えてみてください。 

あなたが誰かの家を訪問するときに（神社は神様のお宅です）、呼び鈴をピンポ

～ンと押して（鈴をジャランジャランと鳴らす行為がこれにあたります）、中か

ら人が出てきて「は～い、どちら様ですか？」と応対してくださったときに、

名前すら名乗りもしないうちから、いきなり自分の用件をしゃべりだすでしょ

うか？ 

電話であったとしても、電話口で、いきなり自分の用件を切り出すでしょうか？ 

 

訪問販売のセールスマンであったとしても、まずは、 

 

「こんにちは。お忙しいところご対応いただきありがとうございます。 

わたくしは、○○商事の△△と申します。」 

 

とまずは名乗るのがスジというものですよね？ 

 

といいますか、新人営業マンですら、「お客様のお宅を訪問する際にはきちんと

名乗るんだぞ。くれぐれも失礼なふるまいをしないようにな。」と社内研修で 

教わり、上司からも耳にタコができるくらいクギを刺されているはずです。 

（営業に慣れていない新人営業マンが、「は～い、どちらさま～？」とインター

ホンから聞えてきた途端にアタマが真っ白になってしまった場合は別でしょう

が。） 

 

 

リアルで他人の家を訪問した時に、まずどこの自分が誰なのかを名乗るのと同

様、神社でも、まずは二礼二拍手して手を合わせ、「感謝奏上」をしたのちに、

自分の名前を名乗り、どこの誰かをお伝えするのです。 

 

 

 

＜正しい参拝の仕方手順まとめ＞ 

 

1. 二拝・二拍手して合掌 

 

2.「神恩感謝、神恩感謝、神恩感謝」と三回奏上 

（お寺の参拝なら「仏恩感謝、仏恩感謝、仏恩感謝」になります） 
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3.フルネーム、誕生日、現住所、本籍地の順で神様にお伝えします 

「わたくしは、鈴木花子と申します。 

昭和○年○月○日生まれで、現在は○○県○○市○○町○番地○号室に住んで

おり、本籍地は△県△市△町△番地でございます。」 

 

そして、ココがキモ中のキモ！！！！！！ 

↓↓↓ 

4.「こちらの神社の御祭神様の末永き発展と繁栄を心よりご祈念申し上げます。」 

と奏上する。 

（お寺だったら「こちらのお寺のご本尊様の」になります。） 

 

そう。「クレクレクレクレ」お願いごとをブチかますのではなく、我々の方から

神様を祝福させていただくのです。 

 

（自己啓発の本やマーケティングの本なんかでも「先に与える」っていいます

よね？それと同じです。） 

 

 

5.次に「神様の日頃の見守りとお導きにより、おかげさまですべてうまくいっ

ております。ありがとうございます。」 

と感謝奏上する。 

 

 

6. 最後に一拝して、右足から先に後ろに引いて、神前から後退する。 

 

 

 

 

これが実は、正しい参拝の仕方なのです。 
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「え？正しい参拝って、神様を祝福して感謝してきただけじゃないですか？ 

自分のお願いごとをお伝えしないで大丈夫なんですか？」 

 

と首をかしげたそこのアナタ。 

 

 

神様をあなどってはいけません。 

神様の目はフシ穴ではありません。 

全部お見通しです。 

あなたが今どんな状態なのか、何が必要なのか。 

ぜ～んぶ、お見通しなのです！！ 

 

 

 

そして、あなたがもし神様だったら、助けてあげてもお礼のひとつも言わずに

顔さえ見ればクレクレクレクレせがむクレクレ星人と、与えられたものを素直

に受け取って、ホクホク幸せそうに無邪気に喜んで感謝している人のどちらを、

よりたくさん応援してあげたくなるでしょうか？ 

 

 

つまりこういうことです。 

 

あなたがお参りにやってきた。 

お賽銭箱にお賽銭を投げいれて、ジャランジャランと鈴を鳴らした。 

 

二拝して、「パン、パン！」と柏手を打って、手を合わせて目を閉じた。 

 

 

ここまでは誰もがやるお決まりのパターンです。 
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神様も、「ジャランジャラ～ン♪」という音を聴いた瞬間、「ん～？また一人ど

っかのクレクレ星人が来たぞ？」と、下々の者に応対を任せます。 

 

で、あなたがどんなお願いごと（クレクレ）を始めるのか、めんどくさそう～

に御簾の奥からご覧になっています。寝っ転がって片肘ついてじゃがりこバリ

バリ食べてマンガ読んでるかもしれません。（そんな神様いるわけないか？） 

 

そこであなたが一切クレクレをせずに、神様を祝福し、感謝奏上して、「おかげ

さまですべてはうまくいっております。ありがとうございます。」と深々と頭を

下げて、くるっと踵を返して参道をスタスタと引き返しはじめたら？ 

 

そりゃ～、もう、神様、ビックリですよ。 
 

そして、ガバァ～～っと起きあがって、 

 

「これ！待ちなさい！そうか、そんなに喜んでくれるのか？ 

しっかし今どきこんなに素直で感謝の気持ちに溢れている人間も 

めずらしい。実に愛いヤツじゃ。 

そなたが何を望んでいるかは、この神が全部存じておる。 

よしよし、ここはひとつ、ワシにまかせなさぁ～い！」 

 

ということで、神様のプライドにかけても、あなたを全力で応援してくださる

でしょう。 

 

 

ふふふ。わかりましたね？？！（笑） 
 

 

わたしからお伝えしたいことは以上です。 

どうぞ、心おきなく開運して幸せを受け取って、周りの人におすそわけしてあ

げてくださいね。 

 

※ちなみにこの最終章はわたしの創作ではありません。 

本職の神職（神主さん）をやっている友人から教えてもらいました。 
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【あとがき】 

 

いかがでしたでしょうか？ 

 

以上が縁結び神社＆金運神社の全国都道府県別リストおよび、神様に応援される参

拝方法の解説テキストのすべてとなります。 

 

特に、今回、最終章でお伝えした参拝方法は、初詣以外でも、いつでもどこでも神社

（または仏閣・教会・海外の方であれば、その土地の神様をお祭りしている寺院）を訪

問なさったときにお使いいただけるものです。 

 

これでもかっていうくらい試して、これでもかっていうくらいに神様に応援されちゃってく

ださい！ 

 

幸せな未来があなたの人生に展開されますように 
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