
社叢百選フォトコンテスト作品募集中！

　先の年次総会(6月8日に出雲大社で開催)で

今年度からの新規事業として実施が決まった

「社叢定点観測」事業のうち、社叢フォトコン

テストの作品募集が始まった。

　社叢定点観測事業は、社叢のさまざまな変化

を定期的に記録して問題点等を把握し、その情

報を公開することによって世論を喚起し、社叢

の健全な発展に寄与することを目的とするもの

で、社叢学会員がヴォランティア活動として取

り組むもの。

　事業に参加する会員は、自宅など生活圏内に

ある近隣の社叢を事前に登録し、春(3～5月)・

秋(9～11月)の年2回、定まった日(自分で決定

)に、①一般公道から見た遠望　②参道その他

のアプローチの内外景観　③社叢の正面・側

面・背面の景観　④社叢内部の中心的部分(本

殿の背後、「入らずの森」、ご神木など)の景

観　⑤社叢内部の典型的植生(森の階層構造や

森の植物相がわかるもの)の景観　⑥社叢内部

の植生の変化の著しいと思われる部分の景観等

の写真を、常に定まった特定の観測点とアング

ルから撮影する他、社叢内の植物の病害虫・獣

などによる被害状況や巨木や希少植物なども撮

影し、定期的に報告する。

　中でも社叢フォトコンテストは、観測する社

叢の、もっとも美しいと思う風景の写真を撮影

してもらおうというもので、提出された全作品

は、年次総会や各地の定例研究会の開催時にパ

ネル展示などで紹介する。また、優秀作品には

賞が贈られる。応募要領は以下の通り。

１）撮影対象：近隣の社叢でもっとも美しいと

おもわれる季節・天候・時刻・撮影地点・アン

グル等による風景

２）作品の形式：キャビネ判(130mm×180mm)

のカラー写真(原則として１枚　作品は返却し

ない)を、タイトル、社叢名、住所、写真、撮

影者、撮影日時、50字程度の説明文等を記した

Ａ４用紙１枚に貼付

３）締切り：2008年11月20日(当日消印有効）

４）提出・問合せ先：名古屋市立大学大学院　

岡村穣研究室〒464-0083　名古屋市千種区北

千種2-1-10　TEL052-721-3209　FAX同-3110

　E-mail：okamura@sda.nagoya-cu.ac.jp　

５）公開方法：全作品を各地定例研究会で展

示：中部支部 12月6日もしくは13日(会場未定

)、本部(京都) 2009年1月24日(会場未定)、関

東支部２月(未定)、福岡県支部(未定)及び平成

21年度年次総会(未定）

観測地点も募集中

　事業に参加する際は、氏名、住所、電話、メ

ールアドレス、観測を予定する社叢名とその概

要(住所、所有者、管理者、来歴、立地、規模、

植生状況等　わかる範囲で可)、および第1回観

測予定月日をメールまたは葉書でご連絡下さい。

観測する社叢が重複する時は、本部で調整いた

します。

　観測項目など、詳細につきましては｢鎮守の

森便り」34号４頁をご参照下さい。

社叢定点観測事業、観測予定地点の申し出も受付中

第35号

2008年9月10日

美しい鎮守の森の自慢の１枚をお寄せ下さい！



第17回 中部定例研究会 報告
2008年6月28日

（於 : 多度大社）

多度山･多度大社の社叢について

話題提供　塚原 徳生(多度大社宮司)・葛山 博次(元多度町史編集委員)・
　　　　  石神 教親(桑名市教育委員会)

多度両社：天照大神の子と孫を祀る
　本宮・別宮・摂社・末社を合わせて多度大社と呼び、
多度谷にある境内の奥には、本宮の多度神社と別宮の
一目連神社の2宮が同規模で並び立って「多度両社」
と称される。多度神社の祭神の天津彦根命(天照大神
の第3子)は地域の豪族・桑名首(くわなのおびと)の祖
神で、産業開発・商工業繁栄の神として仰がれている。
一方、別宮の一目連神社の祭神は、天津彦根命の子の
天目一箇命(天照大神の孫)で、古書(古語拾遺)に、天
照大御神が天の岩屋戸にお隠れになった際、刀や斧な
どを作って活躍された神として伝えられており、この
ことから、鉄工・鋳物等をはじめとする日本金属工業
の祖神・守護神として崇められている。江戸時代の百
科事典『和漢三才図会』(1712)には、伊勢・尾張・美
濃・飛騨の諸国では、暴風のことを「一目連（ひとつ
めのむらじ、いちもくれん）」と言い神風とされてお
り、近世になって風の神と鍛冶の神が習合したとの説
が有力である。また、一目連神社の神力によって災難
から逃れられた人々は数知れず、お礼参り・願掛けの
参拝者は後を絶たず、雨乞い・海難防止など、水に関
する信仰も深く、平成6年の水不足の際も祈祷によっ
てかなりの降雨があった。正式参拝を行った別宮は非
常時に神様が御神意を発する際、龍に姿を変えて天高
く駆け上り、いち早く出向くために社殿は正面の御扉
が無いという、珍しい構造をしている。
　多度山も昔はマツタケ山で、消防団が管理をしてい
たが、伊勢湾台風(昭34)以降は出なくなった。また、
昭和40年には3日間燃え続けた山火事があり避難命令
が出て、神様も避難したことがある。
近世まで養老山脈＝多度山
　養老山脈は東側が急峻で、西側は緩傾斜となってい
る。これは山脈の東側に沿って養老断層が走っており、
西が隆起し・東が沈降する逆断層で、330万年前に動
き出し、天平地震(745)及び天正地震(1586)の震源地
として有名で、1,500年間隔で動くと言われている。
養老山脈は明治以降の呼称で、続日本紀(797)の霊亀3
年(717)9月の美濃国行幸の記述に養老の滝を「多度山
美泉」とし、信長記(1571)には多芸山として、1845年

の「多度山図」にも養老山脈全体を多度山と記述して
いる。奈良時代には現在の多度山が海岸線にあり、山
麓の村「戸津」は馬津(現在の津島)に向かう古代の東
海道の渡し場であった。
温暖で豊かな植物相
　田植えが機械化される以前は、650年以上続く上げ
馬神事の結果によって早稲(わせ)か晩生(おくて)か、
植える稲の品種を決めて今年の収穫を占ったのである
が、近年の上げ馬神事は自然現象から離れて形骸化さ
れ緊迫感が失われて残念である。
　三重県では標高800ｍ以下はシイ・カシ林が多く、
800ｍ以上になるとブナが多くなる。標高403ｍの多度
山は、養老山脈の南東端に位置し、植生はヤブツバキ
クラスの群落が優占する照葉樹林である。多度町は年
平均気温が15.3℃で、緯度に比べて温暖で気温の日較
差が小さく、昔からミカン栽培に最適である。江戸か
ら明治期にかけてアカマツ林が出来たが、昭和に入っ
てシイ・カシ・シリブカガシ林になった。多度町史自
然編(1995)には1,429種が記載されたが、その後、種
類が減った。三重県レッドデータブック(2005)記載種
も多く、特に、周伊勢湾地域の低湿地に自生するイヌ
ナシ(マメナシ)は、県天然記念物に指定された昭和32
年当時は百数十本あったのが最近は47本に減っており、
地権者や桑名市教育委員会の協力を仰いで保護に努め
ている。　　　　　　　　　　　　文責：岡村　穣
 

ｺﾒﾝﾃｰﾀ　林　進（社叢学会副理事長･中部支部長･岐阜大学名誉教授）

次回予告【第19回中部定例研究会】

◆日 　 時 ：2008年9月20日(土)　13:30～16:00

◆場 　 所 ：穂高神社参集殿（安曇野市穂高6079 ℡0263-82-0118）

◆テ ー マ ：穂高神社の社叢について

◆話題提供：小平 弘起(穂高神社宮司)
　　　　　 場々 洋介(屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト・リーダー）

◆ｺﾒﾝﾃｰﾀ   ：林　進（社叢学会副理事長･中部支部長･岐阜大学名誉教授）



第31回関東定例研究会 報告 2008年6月28日

（於:國學院大学渋谷キャンパス）

東アジアにおける社叢文化とその持続
                  ―日本、台湾、韓国の比較を中心に

講　   師：李　春子（沖縄県立芸術大学客員研究員
　　　　　　　　　　関西大学・近畿大学等非常勤講師）

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ：薗田　稔（社叢学会副理事長・京都大学名誉教授）

　　東アジアの社叢を比較調査すると、自然と人間の
関わりの多様性の中に、共通性浮かび上がってくる。
台湾(29カ所)、韓国(15カ所)、沖縄(15カ所)の都市・
都市近郊における鎮守の杜を  ①杜(モリ)の生態と象
徴　②社会変動と杜の空間の関係　③杜(モリ)の文化
と持続という三視点から調査を行った。
１．台湾
  ①  台湾ではカミのモリを「大樹公(～公＝お爺さ
ん)」と呼び、ガジュマル(７割)・赤木・樟・マンゴー
等の樹木である。大樹公は豊かな水と安定した生活の
象徴として人々の暮らしを守り、憩いの場を作ってい
る。大樹公と地域の子供が親子関係を結び健やかな成
長を願う子安信仰があり、祭で神人共食し生活の秩序
や安定を願う。
  ②  1960年頃より行政による大樹公の公園化や公地
化が進み、政府が民間信仰の復興を図り、大樹公を中
心として人が集う空間が増えた。
  ③　近代化・都市化の中での大樹公の保護・管理に
は「仁義」の精神が生かされている。行政も文化遺産
を次世代に継承すべく、教育者への啓発や条例に基づ
いた保護措置を行っている。
２．韓国
  ①　韓国では古代朝鮮の風水思想に則った国･地域･
集落づくりが継承されている。松の植樹がさかんに行
われてきたので現在も松が多い。地方ではケヤキ(6～7
割)・松・銀杏などが「堂山ハラボジ(お爺さん)、ハル
モニ(お婆さん)」と呼ばれ、子安信仰(男子出産や子供
の成長を守る)が伝えられている。
　②　1970年頃より近代化(セマウル)運動が起こり、
都市化やキリスト教徒増加等により伝統的な信仰心の
喪失と杜の破壊・消失が進んだ。
　③　2000年以降自然環境への意識変化があり、行政
による都市緑化の推進や保護樹条例の制定、伝統の再
認識の為の新たな祭の創出等が行われているが、台湾
に比べると積極的とは言い難い。
３．沖縄
　①　沖縄ではカミのモリをウタキと呼び、ガジュマ
ル・赤木・松・クワディーサ・デイゴ・相思樹等が信
仰対象となっており、戦後植樹されたものも多い。山

(５ヵ所)、丘(６ヵ所)、海沿い(５ヵ所)等に位置し、
井戸のある土地が多く(12ヵ所)水との関わりが深い。
祭祀として直接祈る「拝(うが)む」と巡回し祈る「お
通し」、祝祭として綱曳きや女性により催行される
「遊(あし)び」が伝統継承されている。風水環境の整
ったウタキを通して地域住民の安定した暮らしやムラ
の繁栄が守られている。
　②　戦後の復興運動や高度成長期の近代化・都市化
によりウタキは消失・小規模化されたが、近年は小公
園などに変容を遂げ、人々が集まる憩いの場として再
生する傾向も見られる。
　③　2008年現在、保護樹に関する条例の制定はない
が、名木百選の樹木のうち約1/3はウタキと関係がある
為、ある程度は保護されている。一方で世界遺産であ
る斎場御嶽は徹底した保護管理が行われている。今後
行政による保護措置が必要である。
  東アジアにおける社叢文化の比較調査から、植生・
信仰形態・近代化や都市化による社叢空間の変容等に
国よる違いがある一方で、共通性もまた浮かび上がっ
てきた。①杜の生態と象徴：多様な植生と特定の樹木
や水とカミとの関わりに一つの繋がりが見られ、杜は
自然と人間社会を信仰で結ぶ秩序の象徴という共通性
がある。②社会変動と杜の空間の関係：近代化・都市
化に伴う社叢空間の変容という共通点があるが、各国
の行政により杜の現状は大きく異なっている。③行政
と地域社会における杜の文化と持続：行政による条例
化等の保護措置のみならず、地域社会における保護運
動や信仰の実践継承が大切である。信仰心や意識・行
政措置は異なるが、社叢空間を地域の人々が集う憩い
の場として活用し、地域の活性化をも図るという未来
への展望は共通している。
　これらの共通性・多様性をふまえた上で、今後は東
アジア全体での何らかの連帯活動が求められる。時代
の流れの中で社叢は変容を強いられているが、社叢文
化の衰退は自然環境と人間社会との断絶を引き起こし、
自然と人間の存在そのものの危機に繋がっている。杜
を通じて自然と人間の繋がりを再認識することが大切
である。　　　　　　　　　　
                          文責：佐々木  百合子

次回予告【第32回関東定例研究会】

◆日　時：11月8日(土)～9日(日)
◆場　所：穂高神社（安曇野市穂高6079）JR大糸線穂高駅下車徒歩3分　　
◆テーマ：穂高神社の祭祀と社叢
　　8日　　13:30～　　　   受付開始：穂高神社参集殿前
　　　　　  14:00～14:30　正式参拝
                 14:30～15:30　穂高神社オリエンテーション
　　           15:30～18:00　穂高神社社叢見学
　   9日　穂高神社奥宮（上高地）見学　昼食後解散

   　　  
◆参加費：12,000 円程度（宿泊費等）



次回予告【第32回関西定例研究会】

◆日　　時：2008年10月4日(土)　13:30～17:00（今回は10月です！)
◆テ ー  マ：亀岡市の社叢と大本花明山植物園見学
◆集合場所：JR嵯峨野線亀岡駅南口前（京都駅から約20～30分)　　　　　　　　
◆見 学 先 ：出雲大神宮（丹波国一之宮)・小幡神社（宮司：上田正昭理事長　円山応挙の
　　　　　　絵馬を特別拝観)・大本花明山植物園
　※　社叢に入りますので歩きやすい服装･靴でご参加下さい
　※　マイクロバスで移動いたします。バスの定員の都合上、できるだけ事前にお申し
　　　込み下さい。当日にお越しいただいても、お断りすることがあるかもしれません

　社叢と里山がいかに重要な関りを持っているかと
言うことを述べる。
　日本列島は南北に長い島国で、北の方は亜寒帯林
から広葉樹林帯、そして沖縄の熱帯樹林まで、変化
に飛んだ植生を持っている。自然林を構成する樹木
は、ブナ･ミズナラ等の広葉樹林･落葉樹林などで、
多様な世代の個体の優勢林で構成されている。人の
手の加わらない原生林の植生の大きな特徴として、
大小異なる樹木が見られることがあげられる。
　対して人の手が加わった二次林や里山林は、一斉
に原生林の樹林を伐採して、スギ・ヒノキの苗木を
植える、あるいは昔の薪炭の生産林として里山であ
れば区画を順番に一斉に切り出すなどし、その後、
切った下部から次々に芽立ちが始まり、どんどん再
生していくので、同じ樹齢の木で構成されている。
　この写真は島根県の大神神社の社叢林で、晩秋の
風景だが、ブナ林が紅葉し、スギの大樹は樹齢二、
三百年と思われる。ブナの巨木が茂る神域、社叢を
控えて社殿が建っている風景は、荘重たる景観を醸
し出しているが、人間の命と比べると遥かに長い五、
六百年の時代を経て生きてきた巨木が持つ威圧感に
うたれるわけである。巨木にはうろ(空洞)ができ、
そこに小動物(ムササビ･フクロウ･リス等)が住み着
き、森と生物が共生するようになる。この共生の空
間は社叢の大切な生態系となっている。
　この写真は、里山の谷川の流れを利用した棚田だ
が、こうして人は稲を栽培し生活を営む。水田は平
野に作ると氾濫を受けやすいので、山を切り開いて
作られてきた。山中を開墾して出てくる石を用いて
山の稜線にあわせて石垣を積み上げて棚田を作るの
である。山中の開墾は、人間が自然林を破壊して、
“里山林”を二次林に変えてしまう自然破壊だと叫
ばれてきた。しかし、土砂崩壊防止機能や洪水防止
等の水源涵養機能など、森林が持つ他面的な働きは

棚田が里山林にかわって果たしている。
　また、新しく作られた棚田には、以前にはなかっ
た景観を生み出した。本来、森には住めなかった水
生生物(メダカ・ドジョウ・ホタル・タイコウチ・
ゲンゴロウ・アメンボウ・カエル等)が新しく住む
ようになり、更にそれを餌にツル・サギ・トキ・コ
ウノトリと言った水鳥も繁殖する。こうした動物の
生息環境地を人間が作り出したということだ。明治
の初め頃までは、日本全国にタンチョウヅルやトキ
が当たり前に生息していたが、羽根布団や飾り羽根
の材料として乱獲され、一方で水田は化学肥料や農
薬によって水生生物が死滅して水鳥が住めなくなり、
昔はそこここで自然に生きていた鳥たちは危機状態
になってしまった。
　人間が自然に手をつけたわけであるが、逆に新た
な文化的景観(カルチュアル･ラウンドスケープ)と
言う景観を作り出した。村の建物には農家のわらぶ
きの建物、神社の鳥居、社殿、川にかけられた木橋
等人間が作った景観が多様性を生み出したと言う点
で、人間の行為が生物の多様性そして景観の多様性
でもプラスに働いたと言うことがいえる。

第4回 福岡県定例研究会 報告
2008年7月27日

里山と社叢林の保全について

講　師：重松　敏則（九州大学芸術工学研究院　

　　　　　　　　　　　　　　環境計画部門･環境論講座　教授）

（於：太宰府天満宮宝物殿講座室）



　白山中居(ちゅうきょ)神社は、国道を横切る「し
めなわ」を越えた上在所入口の奥にあり、上在所は
全ての家が社家で神道である。参加者全員が本殿下
の大宮殿に集合した後、待つ間に強烈な風雨に見舞
われ、雨宿りの参拝者と共に、雨音と雷鳴轟く中で
の厳かな正式参拝となった。大宮殿内で雨が収まる
のを待ちつつ、石徹白禰宜からお話を伺った。
歴史の里・限界集落
  白山中居神社は、富士山・立山と並ぶ日本三霊山
の白山を開いた泰澄大師が養老年間に社域を拡張し
天武天皇・聖武天皇の両朝に神剱、神馬の奉納があ
ったという古社。藤原秀衝・今川義元・織田信長・
柴田勝家などから寄進を受けている。現存する本殿
は1856(安政3)年築で、雪害を避けるために覆堂で
囲われている。正面の粟穂に鶉(うずら)、竜と脇障
子の彫り物は県の重要文化財に指定されている。京
都御所の御門の彫刻と同じ諏訪の立川和四郎２代冨
昌・昌敬の作品。毎年5月第3日曜の春季例大祭には
雅楽に合わせて舞いを奉納する「五段の神楽」が行
われる。本殿から徒歩15分の裏山にある浄安杉は、
樹高35m、樹齢1000年以上の古木。本殿の周囲には
杉の大木、ブナ原生林となっていて「白山中居神社
の森」として県の天然記念物に指定されている。
　平安時代から鎌倉時代にかけての白山信仰が隆盛
の時代には、「上り千人、下り千人、宿に千人」と
言われるほど修験者の出入りで栄えた土地で、近世
(明治)まで、神に仕える人が住む村として、どの藩
にも属さず年貢免除・名字帯刀が許された神領地で、
「中世的支配体制」が明治になるまで維持されて独
特の文化が形成された。「上在所集落」は、夏は修

験者や白山参詣の道案内と宿坊を営み、冬は「御師
(おし)」として各地に信仰を広めて御礼を配ってい
た。現在は65歳以上が44％を超え、小学生が9名の
限界集落になりつつあるが、パウダースノーや巨木
との語らいを求めて遠方から多くの方が訪れている。
白山の神が中降り(中居)
　その後、白山中居神社前の上在所集会所の和室に
移動して郷土史家の石徹白忠氏のお話を伺った。
白山中居神社の境内は8,032坪(2.7ha)で、ブナと杉
の大木が共存しており、昭和11年(1936)の調査では、
幹周りの長さが5-10尺の木が50本、10尺以上が123
本あった。織田信長・豊臣秀吉・福井の殿様の使者
も木を切らないよう禁制を伝えており、村の木を切
るには神社の許可が必要で、家を建てる際にも指定
された杉のみを伐った。
　石徹白は郡上市白鳥町でも最奥に位置し、福井
県・石川県に接し白山国立公園の南山麓に開けた集
落で、標高は700ｍ以上で、白山信仰発祥の地とし
て小宇宙を形成している。地域には1万年前の石器
時代の暮らし跡が残されており、嶺続きで物々交換
が行われていたのではないかと推測される。住人は
全国どこへ行っても名字帯刀が許され、15歳になる
と京都の吉田家に免許状をもらいに奉公に行って
「京なまり」の言葉を身に着け、その免許状で全国
を回ることが出来た。
　奥州へ下る源義経一行が隠れ住んだとされ、藤原
秀衡が寄進した銅造虚空蔵菩薩坐像と、仏像寄進の
際に同行した家臣団「上村十二人衆」の末裔が残さ
れている。
　　　　　　　　　　　　　　　文責：岡村　穣

第18回 中部定例研究会 報告 2008年7月27日

白山中居神社の社叢について
話題提供　石徹白 隼人(白山中居神社禰宜) 
               石徹白 忠(史艸会・郷土史家) 
コメンテーター　林 進（中部支部長・社叢学会副理事長）

（於：石徹白上在所集会所）



　冬の省エネ作戦が好評！(２人だけだケド…)だ
ったので、次は夏バージョン。今度はCO2排出０で
すよ、ゼロ！　小道具は10年ほど前に友人から貰
ったイギリス土産の携帯用ワインクーラー。ワイ
ンが入る布袋に断熱材が仕込んである、ペットボ
トル用のもっと長くてふかふかしたものをご想像
下さい。これに家で凍らしたお茶入りペットボト
ル(当然!リユースです)を仕込んで出勤。夕方ま
でちべた～いお茶が飲めるし、お茶氷瓶が保冷剤
替りになって、おべんとにチーズだってOK！のち
ょっとした携帯冷蔵庫。お昼寝(おいおい)の氷枕
にもぴったり！だし、オデコ冷やしてもいいしね。
難！は強力すぎて、朝、事務所についてお茶を一
口！って時に、まだがちがちに凍ってて２滴ぐら
いしか出てこないのと、やたら嵩張るところ。　
　とはいえ、この夕日燦燦の事務所でクーラーな
しでは仕事にならん！　かくして８月の電気代、
1,425円もかかっちゃったよ。去年は1,000円かか
らなかったのになぁ。反省。。。（藤岡　郁）

〒141-0031　東京都品川区西五反田2-10-8-415

『社叢学研究』第7号への投稿：論文、研究ノー
ト、資料紹介や調査報告(各400字詰原稿用紙40
枚以内）と「鎮守の森の活動報告」（右記参照）
を募集いたします。
締め切りは、いずれも11月28日（金）必着。

*　書評欄では会員の皆さま方の著作を取り上げてい
ます。出版された方は、ぜひご献本下さい。

　事務局に来る会合やセミナー･見学会などのご
案内を掲載いたします。会員の皆さまの主催さ
れる催しなどにつきましてもご案内いたします
ので、事務局に情報をお寄せ下さい。

海外派遣研修

　インドネシア共和国・実践手法スタディコース
　(独）環境再生保存機構 地球環境基金が開発途
上地域の環境問題を学ぶ海外派遣研修の参加者を
募集している。日程は12月2日～12月17日で所属団
体を通しての申込が必要。締切は9月20日。
※　社叢学会事務局に申込書が来ていますので、
ご関心の向きはご連絡下さい。

　環境NGOと市民の集い
　(独）環境再生保存機構 地球環境基金がシンポ
ジウム「“流れ”を変える！　「協働」の力で持
続可能な社会へ」とNGO取り組み発表会「見たい!
聞きたい!　話したい!　環境NGOってどんな活動し
ているの？」を開催する。発表会には当学会も発
表する（第2分科会：国内の自然を守る）
日時：10月11日(土）午前10時～午後4時30分
場所：大阪YMCA（大阪市西区土佐堀1-5-6)
申込･問合：NPO法人環境市民（TEL075-211-3521）

参
加

者 募
集

中

里 地 里 山 保 全 再 生 全 国 フ ォ ー ラ ム i n 越 前
　水辺と都生き物を守る農家と市民の会が、里地

と里山保全・活用を考えるフォーラムを開催す
る。全体コーディネーターは社叢学会会員で元副
理事長の進士五十八・東京農業大学教授。
日時：10月11日(土)・12日(日）
会場：福井県越前市白山･坂口地区
申込･問合:越前市環境政策課里地里山再生推進室
（TEL0778-22-3003）

ご住所等をご変更されました時には、必ず事務
局にご一報下さい。また、E-Mailアドレスを変
更されました時も、必ずお知らせくださいます
ようお願いいたします。

第19回中部定例研究会と、第32回関東定例研究
会の開催場所がいずれも穂高神社と重なってし
まいました。大変申しわけありません。以後、
このようなことのないよう連絡調整につとめま
す。ご容赦ください。また、関西が10月４日、
関東が11月8･9日と実施月がずれていますが、
いずれも見学会です。奮ってご参加下さい。
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