
平成25年度年次総会研究発表・シンポジウム

3 人の社叢インストラクターが誕生！

　先に実施された第6回社叢インストラクター
資格認定試験の結果、3人が3月15日の第35回
理事会で資格を認定された。
　受験は、これまでに開催された社叢インス
トラクター養成セミナーを修了し一年以上の
実務経験をもつ者、技術士や樹木医など一定
の資格を持つ者に認められ、今回は3人が受験
した。試験終了後、ただちに試験委員が採点、
資格認定検討委員会で採点結果を検討した結
果、全員を合格とする意見を理事会に諮問し、

原案通り認められた。合格者には年次総会で
理事長より認定証が手渡される。
合格者(順不同・敬称略)：青木正治、浅見貴
子(以上正会員)、浦崎美代子(市民会員)
　当日の試験委員：菅沼孝之副理事長・渡辺
弘之理事・糸谷正俊理事
　なおこの理事会で、資格認定試験の受験資
格について、口頭試問でこれまでの経験を聞
くことを条件に、実務経験の縛りを外すこと
とした。

総会で理事長が認定証を授与

６月２日(日)午前10時から皇學館大學で

今年のテーマは「伊勢神宮と神宮林」

　６月２日(日)に皇學館大學で開催される今年の年次総会・研究発表界・シンポジウムの概要
が別紙(３頁)の通り決まった。
　総会・研究発表会に引き続いて行われるシンポジウムのテーマは「伊勢神宮と神宮林」で、
基調講演では長く神宮司廳で営林部長を務められた木村政生氏が神宮林の育成について講演。
パネルディスカッションでは、今回のご遷宮を担当された野崎芳郎・神宮司廳営繕課長と音羽
悟・神宮司廳広報係長が、式年遷宮が日本文化に与えた影響を建築様式や宝物などの面から、
また林進副理事長が林学の立場から、その意義と意味について、木村氏を交えて議論、コーデ
ィネータには薗田稔副理事長が当たる。実際に今回のご遷宮事業を手掛けたお二方が学会等で
話されることはめったにないことで、このシンポジウムは得がたい機会になる。
　前日(１日)の見学会では、まず外宮を自由参拝、その後、今回の遷宮を機に、社殿造営や御
装束・神宝の製作技術を永く後世に伝えるために創設された「せんぐう館」を見学する。昼食
後は午後からの半日をかけて、普段は立ち入りが認められない神宮林・神路山を、木村氏の案
内でじっくりと見学する。
　1300年に亘って営々と繰り返されてきた式年遷宮を支えたご用材の森を実際に歩くことによ
って、また、大事業の実際について聞くことによって、その意味するところを理解する絶好の
２日間となろう。
　なお、正会員で総会にご欠席の方は必ず委任状をお送り下さい。
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稀なる聖地・神宮でお会いいたしましょう



第54回　関西定例研究会　報告 2013年３月2日

(於　國學院大學渋谷キャンパス)

講演・映画上映会と
シンポジウム「東日本大震災から考える」

　東日本大震災から2年が経過しようとする3月2日、
社叢学会、國學院大學環境教育研究プロジェクト、
ポーラ伝統文化振興財団共催で、映画上映とシンポ
ジウム「東日本大震災から考える」が開催された。
　これまでにも報告されてきたように、被災時に鎮
守の森や民俗芸能の果たしてきた役割は大きい。時
間の経過と共に、新たな課題や求められる役割の変
化も見えてきた。復興計画が思うように進まず、厳
しい環境の中で人々の日常が続いていく中、被災地
の現状と今後の課題について報告された。

第Ⅰ部　講演「大震災　東日本三陸地方の祭・芸能
復興の軌跡」
　講師：阿部武司(東北文化財映像研究所長)
　阿部武司氏は長年にわたり岩手県を中心に民俗芸
能を映像記録してきた。氏は映像制作会社の仕事を
通じて民俗芸能を学ぶうちに民俗芸能にのめり込ん
でいったという。震災後も積極的に民俗芸能を追い
かけており、その日も講演が終わるとすぐに黒森神
楽の映像記録撮影のため岩手に向かわれた。被災地
と言っても内陸と沿岸地域では温度差があり、津波
により全てを失った地域もあれば、大きな被災を免
れた地域もある。ところが震災直後は自粛ムードが
漂い、にぎやかなお囃子や神事芸能・民俗芸能、祭
の斎行は被害の少なかった地域でも危ぶまれた。そ
んな中、全てを流され、失った地区の人々から祭斎
行の声が上がった。鬼剣舞・念仏剣舞などはもとも
とお盆のときに舞われてきた供養・鎮魂の芸能であ
り、亡くなった人々に対する鎮魂への希求が、神事
芸能復活と奉納を求める声と重なったのである。剣
舞や鹿舞、神楽の中に、混沌の中で亡くなり漂う魂
を鎮めていく力を感じたという。祭が非日常を引き
受けることにより、人々は日常を取り戻すことがで
きる。阿部氏は糸が切れた凧を繋ぎとめるものが神
事芸能・民俗芸能であると語る。
　講演を挟んで、ポーラ伝統文化振興財団企画制作
の、重要無形文化財指定鬼剣舞の震災以前の映像「
みちのくの鬼たち―鬼剣舞の里」と、東北文化財映
像研究所制作による震災後の民俗芸能復活の軌跡を
捉えた「東日本大震災を乗り越えて」の2本が上映さ
れた。震災前の映像にはすでに後継者を育てていく
苦労や、伝統芸能活動を通じて地域社会と子供達を
繋ぐ姿が映し出されている。継承していくことの困
難は震災を経て更に増している。踊りは伝統芸能の
重要な要素の一つであり、踊りなくしては成り立た
ない。死者に対する鎮魂や、明るさを取り戻したい
と願う復興祈願とともに、伝えていくためにも神事
芸能・民俗芸能を絶えさせてはいけないという思い
は、祭催行の原動力の一つとなった。　

第Ⅱ部　シンポジウム「災害と社叢文化」
　発表者　
　・現地調査報告：前迫ゆり(大阪産業大学教授)
　・アンケート調査報告等：糸谷正俊(社叢学会理事)
　・三陸山田祭の復興：茂木栄(社叢学会理事)
　・「しなやかな」国土づくりにむけて：森本幸裕
　　　　　　　　　　　　　　　　　(社叢学会理事)
　司会：薗田稔副理事長
　第Ⅱ部ではこれまでの2年間にわたって続けられて
きた社叢学会の調査報告とともにシンポジウムが行わ
れた。あらゆる建造物が津波に流される中、流されな
かった鎮守の森は数多い。新芽が生えはじめる中、被
災地のシンボルともなっていたご神木で、潮水の害を
受け枯れていくものもあり、この2年の間にも景色は
様変わりしている。前迫ゆり氏による被災地の現地調
査報告では、一律一辺倒の植樹ではなく、その土地に
適した鎮守の森再生の必要性が指摘された。糸谷正俊
理事によるアンケート調査報告では、個人情報保護法
により、避難先の連絡先入手の困難さや、被災者の心
情への配慮の難しさなどが報告された。また茂木栄理
事からは昨年9月に行われた岩手県山田祭のリポート
と、浜宮(海)から奥宮(山)へと続くライフセーブライ
ンのある街づくりについて、森本幸裕理事からは次世
代を見越した街づくりの理念と、感情に左右されない
第三者の冷静な視点による復興計画提案の重要性につ
いて発表された。
　被災地を訪れること以外にも被災した人々に寄り添
いながら、私達ができることはまだ他にもある。3年
目を迎えるにあたり、新たな思いが湧いてくる一日と
なった。　　　　　　　　　　　（文責・渡邊節子）
　
第Ⅱ部の詳細は『社叢学研究』12号(2014年3月刊)に
掲載する。

社叢学会・國學院大學・ポーラ伝統文化振興財団　共催

パネルディスカッションで社叢復興を議論



研究発表･シンポジウムと関連行事参加申込書

FAX：075-212-2916

＊　ご希望の行事の(　）欄に○をおつけ下さい。同伴者がいらっしゃる場合は人数をお書き下さい。

（　　）神路山見学会（正会員・賛助会員・協力会員：7,000円　市民会員：8,000円　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　同伴者は8,000円)　 　　　　　　　　：同伴　　人

（　　）正式参拝（無料）：同伴　　　人

（　　）研究発表およびシンポジウム（非会員は1人500円）　　　　　　　　　：同伴　　人

（　　）懇親会（1人3,000円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：同伴　　人

会員番号 お名前

電話番号・Mailアドレス等当日連絡先

　　　　　　　　　　

10:30

時　間 内　　容

正式参拝　希望者は8:45までに内宮宇治橋手前衛士見張所周辺集合
　　　　　背広・ネクタイ着用のこと(女性もそれに準じた服装で）

パネルディスカッション

12:00～13:30

2
日(

日)

総
会
・
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究
発
表
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
懇
親
会　

　参加ご希望の方は、５月24日(必着)にて、下欄ご記入の上、FAXもしくは郵便にてお送りいただく

か、同内容をMailにてお知らせください(すでにお知らせを頂いた方は、重ねていただく必要はありませ

ん)。なお、神路山内はマイクロバスで移動いたしますので、長い徒歩区間はありませんが、歩きやすい

靴・服装でお越しください。見学会と正式参拝の集合場所地図は、裏面地図をご参照ください。

※　前号の申し込み用紙に「懇親会」欄が抜けておりました。参加ご希望の方は、振替用紙に懇親会参

　　加とご記入の上、3,000円を足してお振込みください。

６
月
1
日(

土
）

14:45～16:30

13:30～14:30

平成25年度年次総会の概要

9:00～9:30

10:50～12:30

12:30～13:30 昼　食：付近に飲食店はなく、学生食堂も休みですので、弁当など

　　　　購入の上、ご参集ください　　

13:30～16:30 シンポジウム「伊勢神宮と神宮林」

基調講演　木村政生・元神宮司廳営林部長・神宮境内地自然保護委員

17:00～18:30 懇親会　於　皇學館大學

10:30～12:00

神路山を見学（Gパン・スニーカーなど歩きやすい服装でご参加ください）

パネリスト：野崎芳郎・神宮司廳営繕課長
　　　　　　音羽　悟・神宮司廳広報係長
　　　　　　林　　進・NPO法人社叢学会副理事長
コーディネータ：薗田　稔・NPO法人社叢学会副理事長

外宮表参道大灯篭前集合

外宮自由参拝とせんぐう館見学

鎮守の森だよりvol.62

昼　食

13:30～17:00

年 次 総 会　於：皇學館大學7号館721教室　10:00～10:45

研 究 発 表
・歌枕と津波石　二つの震災伝承　 片岡智子

・日・韓の「老樹」の治療事例と滋賀県の保全治療について　李 春子

・鎮守の森と地域再生・活性化　
　　—鎮守の森・自然エネルギーコミュニティ構想を中心に　広井良典



神宮式年遷宮(じんぐうしきねんせんぐう)：20年に1度、正殿を始め御垣内(みかきうち)の建物全てと殿内の
御装束や神宝を新調し、神儀(御神体)を新宮へ遷す重要な祭のひとつ。神宮式年遷宮が制度化されたのは天武
天皇の代のこととされ、第1回は、持統天皇4年(690)で、以来、戦国時代には中絶しなからも、1300年にわ
たって続けられている。
　掘立柱に萱の屋根が特徴の神宮の建築様式は、唯一神明造と呼ばれ、弥生時代にまで遡る高床式穀倉の姿を
今に伝えている。建物が完成するまでには、ほぼ10年の歳月を要するが、その間、御料木を伐り始めるに際し
ての御杣始祭など、数多くの祭が行われる。
　造営と平行して、御装束神宝も古例に従って調製される。御装束とは、正殿の内外を奉飾する御料の総称
で、525種・1,085点、神宝は調度の品々で、189種・491点ある。伝統工芸の優れた技術を守り伝えると
いう重要な意味もあり、造営とともに式年遷宮に欠くことのできない大事業である。

せんぐう館：神宮式年遷宮が伝えて来た技術や精神を示す資料を展示する博物館。展示資料は御装束神宝の製
作や御正殿の造営に関する模型や映像などで、神宮式年遷宮が伝えてきた「精神」と「情報」を、目に触れ、
肌で感じることができるように表現したもの。

神路山：伊勢神宮の内宮(皇大神宮)から南へ流れる、五十鈴川上流域の流域の総称。東は五十鈴川支流の島路
川流域の島路山と稜線を共有、神宮の他の森林と合わせ、神宮林と呼ぶ。
　西から南へは鼓ヶ岳-前山-鷲峰(しゅうれい)-竜ヶ峠、南から東へ八禰宜(はねぎ)山-剣峠-逢坂峠、ここより
ほぼ北上し、五十鈴川と島路川を隔てる尾根の稜線を結び内宮に戻る。周囲は約25km。
　他の神宮林同様、古くは神宮式年遷宮に用いるヒノキを調達する御杣山(みそまやま)だったが、これらの森
林のヒノキが枯渇したため御杣山は年代により変遷し、江戸時代から木曽と美濃が御杣山となっている。神宮
では大正末期から神宮林でヒノキの植林を行なっている。
　神路山ではヒノキの人工林以外に広葉樹も保護されており、学術的に貴重な混交林とされる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ウィキペディアより)

｢末の松山｣(多賀城市八幡町2丁目)

鎮守の森だよりvol.63

6/1　10:30　見学会集合場所
　　　　　　　外宮表参道大灯篭前
※　交通機関ご案内
　近鉄名古屋駅 8:50発　伊勢市10:11着
　近鉄京都駅　 8:15発　伊勢市10:14着
　近鉄上本町駅 8:33発　伊勢市10:14着

　伊勢市駅⇒外宮　徒歩約10分

6/2　8:45　正式参拝集合場所
　　　　　　 内宮宇治橋手前衛士見張所付近

外　宮

内　宮

　　　　　　



  福岡県支部では、2月19日～20日の1泊2日の旅程で、
宮崎県の社叢の現地視察研修を矢幡久社叢学会理事
(九州大学名誉教授)の案内・解説のもとで行った。
　綾町では、昭和40年代に国の照葉樹林の伐採計画
が持ち上がった時、町民運動により樹林が守られた
経緯がある。現在では、日本最大規模といわれる貴
重な照葉樹林帯として、昭和57年に九州中央山地国
定公園に指定された。

　この照葉樹林は、シイ・カシ・タブノキ・ヤブツ
バキなどによって構成され、一年を通して緑の葉を
つけて、その葉は厚く、光沢があるのが特色である。
現在確認されている野生植物は、146科848種に上り、
その中で照葉樹林を構成しているものが263種ある。
中でも、わが国の全土に生育している高木層の照葉
樹林を構成する25種の内、24種がこの綾町の照葉樹
林帯に存在する。
　青島神社の御鎮座される日南海岸の「青島」は、
鬼の洗濯板に囲まれた周囲１㌔㍍程の小さな島であ
る。亜熱帯植物の椰子科ビロー樹で覆われ、その数
約5千本が自生し、国指定天然記念物でもある。わが
国の社叢の中でも特異な情景と言える。
　青島神社には、彦火火出見命が海神宮(竜宮)から
御帰還された宮居の御跡として、彦火火出見命、豊

玉姫命、塩筒大神の三神が祭られている。まさに、
海幸彦と山幸彦の日向神話の舞台そのものである。
　日南市飫肥(おび)は伊東氏5万1千石の城下町で、
文化庁より昭和52年に伝統的建造物群保存地区に選
定され、小規模ながらも、城下町の典型的なものと
して、町全体が貴重な歴史・文化遺産である。
　飫肥藩は江戸から遠く、参勤交代のための経費が
藩の財政を圧迫していた。そこで藩では、営林に力
を入れ飫肥杉の植林奨励と保護を行ってきた。飫肥
杉は実生でなく、杉苗を一定間隔に手植えするのと、
成長の早い樹勢が美しい林相や社叢を作るのである。
高温多湿の南国風土は飫肥杉の成長を助け、船用材
として珍重されてきた。その植林面積は約5万㌶と言
われ、形成するまで350年の歳月を重ね、九州では日
田杉、屋久杉とならんで有名である。
　飫肥杉の最大の特長は、脂気とねばり気の強い木
質で、水分をはじき浮力を大きくし、釘のあともす
ぐに埋まり、強い衝撃にも耐える特質を持っている。
特に樹齢40年以上の赤杉を「弁甲材」と呼び、造船
材の中でも逸品として取り扱われてきた。
　今回は天候にも恵まれ、同じ九州でも一風異なっ
たといえる社叢を、直に見学できたことは大きな収
穫だった。　　　　　　　　　　（味酒安則　記）

次回予告【第56回関東定例研究会】

◆日　　時：６月29日(土)　13時集合
◆集合場所：國學院大學渋谷キャンパス120周年記念1号館前
◆テ ー  マ：成子天神社ほか都区内社叢と富士塚の保全をめぐる実地研修

　　

第12回　福岡県支部定例研究会 2013年2月19日～20日

(於　宮崎県の社叢)

日向国社叢現地研修
コーディネータ：矢幡　久(社叢学会理事・九州大学名誉教授）

綾町の樹林

飫肥杉

※ 成子天神社(新宿区西新宿)はじめ、都内神社の富士塚などを2～3カ所を見学、最後に小野照碕
　 神社(台東区下谷)の富士塚(国指定重要文化財)を見学後、解散



　今年の決算はタイヘン！　3回の東北調査に2
回のシンポジウムに、やたら領収書の枚数が多
いではないか。とせこせこ数字と格闘している
と、関東支部のお世話をしてくださっているNさ
んから電話。「次の定例研究会の案内はいつま
でに送ればいいですか？」。え？　まだ先でい
いんじゃないと思いつつカレンダーを眺める
と。。。総会の1ヶ月前には「鎮守の森だより」
を発送しなければ。となると？　げっ！　わ、
忘れていたわけではないのだけれど、あと2、3
日で出来上がりを印刷屋に渡さないと間に合わ
ない？　ひぇ～～～。まだ影も形もないよぉ。
　ってか、去年もおんなじことをしていたよう
な。。。ちったぁ学習しろよ！　(藤岡　郁）

平成25年度(2013年4月～2014年3月)の会費の
振替用紙を同封いたしました。払込には銀行
振り込みもご利用いただけます。三菱東京UFJ
銀行　京都支店　普通口座6720345　特定非営
利活動法人社叢学会　理事長　上田正昭　で
す。学会活動を円滑に運営するためにも、会
費の納入方、よろしくお願いいたします。入
金の確認をいたしましたら、会員証をお送り
いたします。

佐々木高明・社叢学会顧問(国立民族学博物館
名誉教授)がご逝去されました。当学会発足以
来、3期6年にわたり監事を務められ、関西定例
研究会での話題提供や会誌『社叢学研究』への
ご執筆など、当学会の活動に多大のご尽力を頂
きました。ご冥福をお祈りいたします。

　日本が世界に誇る森である春日山と天然記念物
でもあるシカとの関係について、過去と現在、そ
してこれからを展望する本が出た。
　20年以上にわたって春日山を見てきた前迫ゆり
氏(本学会会員・社叢インストラクター)が、歴史、
文化、動植物など、様々な角度から春日山を見つ
めてきた人々の研究成果を編んだもの。
　本書は4部から構成されており、第Ⅰ部では文
化・歴史的視点を、第Ⅱ部は動植物と地史を、第
Ⅲ部では生態学研究、第Ⅳ部ではシカによる森林
への影響を踏まえた今後の地域管理の在り方を扱
っている。著者には、菅沼孝之副理事長、渡辺弘
之理事、山倉拓夫理事など、当会会員にもおなじ
みの名前が並ぶ。
　本書では春日山の自然の豊かさを多方面から知
ることができ、すぐにでも実際に歩いてみたくな
る。その一方で、ナラ枯れやシカによる食害など、
その誇るべき自然が危機的状況に置かれているこ
とも指摘されている。奈良のシカは天然記念物に
指定されているだけに、問題はより複雑ではある
が、シカによる森や社叢の食害は、全国で問題と

なっている。本書では、大きな危惧を伝えつつも、
「春日山原始林とシカをめぐる生態と文化に光を
あて、地域生態系の要となる春日山原始林を未来
につなぐ方策を読者とともに考え、実現すること
をめざし」(本書「はじめに」)ているだけに、読
者には「困ったなぁ」だけでは終わらせない問題
提起がちりばめられている。
　おりしも新緑の季節、この本を手に春日山を実
際に歩いてみてはいかがだろうか。
　　　　　(ナカニシヤ出版　定価2,500円＋税)

 

世界遺産　春日山原始林　
　　　　　－照葉樹林とシカをめぐる生態と文化—

　　　　　　　　　　　　　前迫ゆり　編・著

環境Eco選書6　ミミズの雑学　渡辺弘之　著

　ミ、ミミズですか…。いやぁ、ちょっと…。と
いうのが大方の人の反応ではないだろうか。その
ミミズの基礎知識から、巨大ミミズと発光ミミズ
について、ミミズの文化考、土との関係までを正
に網羅。ただし、これを読んでミミズの知識を得
たからと言って、自慢しようにも冒頭のような人
は聞く耳すら持たないのだろう。
　しかし、進化論のダーウィンもミミズを研究対
象にし、「人類が出現するはるか以前から、土は
ミミズによってきちんと耕され」(本書「Ⅲ.ミミ
ズの文化考」)と述べ、著者も、ミミズは健康な
土づくりに大きな役割を果たしているのであり、
「ミミズのはたらきを知り、これからの農業・環
境保全を考えないといけない」(本書「Ⅳ.ミミズ
と土」)と指摘している。
　にょろにょろして気味が悪いと敬遠している人
にも「ミミズって意外に面白い」と思わせるかも
しれない、ミミズへの思いがこもった1冊だ。
　　　　　　　　（北隆館　定価2,857円＋税)
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