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『山の日』制定による･･登拝への思い
今年も､各地で地震や火山の噴火､更には異常気象に依る変則台風の余波で洪水などの水害をうけ
られた､日本各地の多くの被災者の方々とその地域の皆様に､謹んでお見舞いを申しあげます｡
日本各地に鎮座する一の宮神社でも多大な災害をう
けた神社が数々有りました｡ 肥後国一の宮 阿蘇神社で
は国の重要文化財指定の楼門と拝殿が見るも無残な
倒壊で､ 巡拝する私達は心を痛めた地震災害でした｡
一日も早い復旧を願うもので御座います。特に楼門は
筥崎宮･鹿島神宮（何れも一の宮）と並ぶ日本三大楼門
の一つで有ります。大自然の脅威を､ 歴々と見せつけ
られた「丙申歳 皇紀 2676 年」上･中
期の出来事でした｡ これから先の日
々には､ 今まで以上の災害が起きま
せぬ様、真摯に祈りたいと思います｡

登拝した良い記念になると思います｡
山の日制定に因み､ 今年私が登拝目標とした四ヶ山
は「日光二荒山神社･奥宮がある男体山」とここ数年毎
年登拝している「鳥海山山頂に鎮座する大物忌神社本
社」と､ 一の宮では無いのですが出羽三山の主峰であ
る月山「山頂に鎮座する月山神社本宮」
と､
「戸隠神社奥
社･九頭龍社」〜蟻の塔渡り〜八方睨みを経て戸隠山
〜表山の走破に標準をあてました｡
男体山は 8月1日登拝講社大祭の日､
神事の後､ 登拝門が開かれ…真夜中
から登りました｡ 山頂からは､ 丙申
年御縁年を迎えている富士山が遠く
扨、話題を変えますが、今年から
ではあるがはっきりと臨めました｡
8 月11日が山の日に制定され祝日と
鳥海山は､ 8 月 11 日を東京から車で
なりました｡ 各地の山々の山頂には、
のアプローチに使い､ 8月12 〜13日
神々を祀る社や祠など沢山有りま
で秋田県側から登拝し山頂で宿泊し
す。山が信仰の対象で有った事を窺
て､ 翌朝念願の『影鳥海』を拝する事
がわせてくれます。そして山頂に本
が出来ました｡ ２日間稀に見る快晴
社や奥社が存在する山も数多くあり
に恵まれ鳥海山の大神へ感謝しまし
ます。一の宮神社に限らず､ 山岳信
た｡ 明年､本社は御遷宮の年で神宮
仰を受け継ぐ山は多々有りますが夏
下賜古材での新宮を参拝予定です｡
季の限られた期間だけ、神社職員が
出羽三山は9月10日に羽黒山〜月山
山頂社に居る時期が有りますのでそ
8 合目〜頂上迄雨の中の登拝で､ ず
の時に登ると良いと思う｡ 麓の宮で 戸隠蟻の塔渡り ○内に人（後方は鏡池） ぶ濡れの参拝でした｡ 翌11日はまず
は頂けない朱印であったり、登拝したからこそ頂ける登
まずの天候で山頂の月山本宮を参拝後､ 湯殿山まで
頂証明書（鳥海山大物忌神社本社）
､ 登拝認定書（月山
の山駆けをしました｡（8〜9p 鳥海山、10〜11p 月山、
神社本宮）
､登拝之証（男体山･日光二荒山神社奥宮）
､
本文参照）戸隠山は10月16日に登拝して､今年の目標
登拝証明書（雄山神社峰本社）等々その他多数有りま
はおかげさまで無事達成致しました｡
すが､ その山独自の証明書を頂く事が出来ますので､
一の宮巡拝会 代表世話人 塩原 輝昭
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報告

平成28年度 吉例 新年初詣巡拝

平成28年1月30日(土)

准勅祭社、東京近郊神社十二社の内、東京十社を日帰りでを巡った昨年の初詣りは好評でした。
そんな事から本年は､東京近郊准勅祭社の残る２社「鷲宮神社･大国魂神社」と武蔵国一之宮･小野神社を
鷲宮神社社號碑

巡り本年の干支「丙申歳」に因み､ 赤坂山王・日枝神社（神使が猿）で御神縁（猿）を頂きましょう｡ と云う
事で世話人会で立案されました｡ 実施日は朝から雨降りでしたが無事巡拝を終える事が出来ました｡

鷲宮神社では小雨の中自由参拝し､圏央道を使って八王子を経由し武蔵国一之宮･小野神社に移動しました｡
快く正式参拝を受けて頂いておりましたので､ 先ずは小野神社の大神様に参拝させて頂きました｡ 参拝後､
神社総代で巡拝会会員でもある杉浦氏から境内の案内を頂き､ 巨大な太鼓を乗せた山車と木彫刻の素晴らし
い巨大山車を特別拝観させていただいた｡ 昼食は､ 特別に社務所でお茶を頂きながら済ませました｡ 一の宮が
存在しないのは秋田県と東京なので… 何時の日か新一の宮として巡拝者に認識される事が出来たら良いのに
と…思いつつ神社を後にした。大国魂神社に着いた頃から雨が上がり自由参拝後、日枝神社に向かった。
時間差を考えていたが、やはり干支に因む神社なのか参拝者の列は未だ続いていた。
「皇城之鎮」扁額の神門
下、左手に男猿神、右手に女猿神が拝殿に向かって坐す神猿様に深い祈りをした。ご皇室の安寧と国家安泰・
国土安穏を祈念して今年の初詣りは終了しました。

小野神社 正式参拝前

武蔵国一の宮 小野神社

鷲宮神社 入口鳥居

事務局

鷲宮神社 御社殿

巨大な曳山 大山車

小野神社 正面入口

鷲宮神社 本殿裏庭雪景

日枝神社 参拝の列と絵馬
大國魂神社 本殿

大國魂神社 重厚な手水舎

境内社 巽神社の風変りな狛犬か 大国魂神社 中雀門前「阿」狛犬
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日枝神社 皇城之鎮の神門

日枝神社 正に神縁･御神猿に祈る女性 御神門下左手の男神猿 御神門下右手の女神猿

祝

高野山･法印転衣式

蓮花院住職･東山泰清大僧正「第５１７世事務検校執行法印」御就任おめでとうございます｡
高野山真言宗総本山金剛峯寺で３月１２日に式典が行われ､巡拝会の大先輩である東山大僧正の新法印を祝う転衣式･
祝賀会に会から２０名が参加させて頂きました｡ 粛々と式が進み､ 古式にのっとり「不肖､ 順席ならばご免こうむります」
とあいさつして席を外した後､ 法印が象徴の鮮やかな緋色衣に着替えて 弘法大師から伝わるといわれる法器を持って
再入場｡ 真言密教の法を受け継ぎ､ 一年間 弘法大師の名代として､重要な法会や儀式の導師を務める最高職に就いた
式典でした｡
＊併せて一の宮巡拝会ホームページ ブログも参照下さい。 事務局

祝賀開場で挨拶
東山法印 転衣式挨拶状

就任式

東山法印と共に（後列中央）

記念 弘法大師御守

東山法印 転衣式・祝賀会 参加者

全国一の宮会 平成28年度 総会が開催されました
開催場所：摂津国一の宮 住吉大社
8月29 日（月）〜 30 日（火）の両日

3 時半からの記念講演は

に亘り 神職の集い ･ 全国一の宮会総会と研修会が実施

「海洋国家日本の現状と展

されました。迷走台風10号の影響で､ 8月29日の初日は

望」と題した 三木基実様の

終日強雨の一日でした｡ 今回は､特別に賛助会員として

講演で難しいながらも海洋

巡拝会の一般会員も参加させて頂く事をお願い致し 20

国家の現況を興味深く聞く

名が参加させて頂きました｡ 住吉大社･吉祥殿に集合し､

事が出来ました｡ 懇親会も盛

午後１時半からの正式参拝は雨の為､神楽殿で行われま

況で多くの宮司様はじめ神

したが素晴らしい参拝に参加出来ました｡

職の方々と懇親を深める事

住吉大社 第一本宮（8/28）

が出来ました｡
翌日の研修会
では大阪水上バ
スでの川辺から
街を見上げる景
色 が良 かった。

住吉大社境内 手前が第三本宮（8/28）

又、造幣博物館の見学も興味を以って観る事
が出来ました。コインの製造工程を知り、日
本のコイン製造技術の高さを感じ取る事が
出来ました｡ 参加されました会員の皆様２日
平成28年8月29日

平成28年度 全国一の宮会

間ご苦労様でした｡

事務局

於住吉大社
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報告

一の宮めぐり 対馬国・壱岐国

平成28年6月23日(木) 〜25日(土)

第1日目：対馬国 一の宮 海神神社ほか 第2日目：対馬国 式内社 阿麻氐留神社ほか 第3日目：壱岐国 式内社 月読神社ほか
６月２３・２４・２５日の２泊３日コース。
クラブツーリズム主催「一の宮めぐり対馬・壱岐国」を
ご案内してきました。
今回、
１２名の参加者で、内２名が初参加でした。
一の宮を含め、盛りだくさんなので、３回に分けてご報告

通りの風景を堪能し、
下山。階段が長い。
明朝の足の痛み
がなければよいのだが？ 階段の途中、何人かの人がヘビ
を発見（私は見られなかった。良かった（笑））
。到着時の
曇り空から、青空の中、参拝。夕方からは曇り空。神様に
歓迎されたかなと感謝しながらホテルへ向かいました。

します。雨の中、
羽田空港６時３０分集合で前泊された人
もおられました。福岡空港から博多港へ。ジェットフォイ （対馬・２日目）
ルで、壱岐・芦辺経由で対馬・厳原港へ。雨の予報でし
夜から雨。式内社・池神社の前を通って、バスまで傘
たが曇り空。
をさして１０分弱。
① 式内社・阿麻氐留神社（自由参拝：日本で始めて、太
初日は、
① 一の宮・海神神社（ワタツミノカミノヤシロ：俗称カ
イジンジンジャ）正式参拝。宮司様（和多都美神社を兼

陽神をお祀りしたと伝う）
。
雨は上がり、木々からの雫を避けるため傘をさして約６０
段強の階段を。小さなお社を参拝。さすが趣は残ってい

務）
と総代さんにお迎え頂きました。他の人もいなくて、我
々だけの静かな中でも厳かな参拝。階段がきつかった？
② 豊玉町・和多都美神社
（自由参拝）
。

ますがなにか物足りない感じ？
② 名神大社・住吉神社
（自由参拝）
。
参拝後、バスに向かっていたら、急に雨が。御朱印を待
「玉の井」から海中の鳥居へ。潮が引いていて、一の鳥居 つ間、バス内で全国の有名な住吉神社（式内社含む）
と、
から境内へ。
本殿右手奥と豊玉姫命墓伝の場所が最強。 海民族の奉齋する４大海神の説明をさせて頂きました。
韓国人の観光客が、大型バス４台で途切れることなく、神 昼食後、厳原八幡宮神社を参拝し、１５時発の外海用大
社傍を通って烏帽子岳展望台へ。山頂には大型駐車場 型フェリーへ。韓国人観光客が、昨年２６万人。今年は昨
がなく、帰りは神社横の大駐車場まで歩いていましたが、 年以上の来島とか。
我々は展望台下の駐車場で乗降。
「魏志倭人伝」対馬は、 島内を歩いていても、半分以上が韓国人。ハングル語が
空と山と海しかないとの記述通り、８９％が山です。その 氾濫し、韓国へ来たのかなって雰囲気。経済面から仕方
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がないけど、マナー違反はよく見かける。神社も含め、観

バスで。先生とお別れし、
川を挟んだ

光地も困っているけど、痛しかゆしでと苦笑いを。何年た
てば？対馬海峡は、４ｍ位の波と強風。２時間の船旅に

⑥ 名神大社・天手長比売神社舊社地へ。
両社の鳥居を結んだ直線上の田んぼ畦道の石灯篭へ。

は負けました。船酔いを我慢しながら、とにかく目をつぶ
って寝るように努力。壱岐・郷之原港に何とか到着。

狛犬が立ち上がった形で上についています。
昔は、鳥居を結んで参道があったそうですが、田んぼを

胃がむかつく中、揺れない土地をありがたく踏みしめ、車

造ったことから石灯篭のみ残ったそうです。先頭を歩い

でホテルへ。荒れた外海の船は、
もうご勘弁を。
港には、私の大先達・大先生の有馬先生が迎えに来て

ていたら、
１ｍ位のヘビが。
…もう少しで踏むところでした
が、大声で悲鳴を出しちゃいました。皆さんからはひや

頂き、感謝感激。お話しする時間も少なく、翌日の再会を

かされましたが、イヤなものはイヤです。そして、比売神

お約束して、ホテルへ。夕食後、すぐ就寝。

社へ。鳥居横には、逆立ちした雌の狛犬（乳が付いてい
る）が上についた石灯篭があり、
写真を撮って境内へ。

（壱岐・３日目）
朝は曇り空。
徐々に晴れるとの予報。
天候には恵まれ、

ここでは全員が、不思議な雰囲気を感じられ、全員で瞑
目・深呼吸して、
「氣」
を頂きました。落ち着いたところで、

感謝。壱岐には２４式内社が。内、名神大社が６社。大社
が１社。登録社が１５０社。とにかく古社が多い。
ホテルから、式内社・興神社と式内社・深江神社の前

日本の原風景を感じられる、私のお好みの場所でしばし
佇みました。
⑦ 次いで、壱岐で一番高い岳の辻山（２１３ｍ）へ。

で、車中からご案内し、
①原の辻遺跡内を散策し、一支国博物館へ。

龍光大神社と式内社・見上神社を参拝。壱岐島の形を
確認し、港へ。穏やかな海を、ジェットフォイルで博多港

② 式内社・月読神社（自由参拝：日本で始めてお祀りし
たと伝う）
。山頂裏の磐座群へは、
行けず。式内社・国片
主神社の前を通り
（車中でご案内）

へ。福岡空港を３０分遅れの出発で、羽田空港に無事到
着。帰宅は２３時。
この３日間の天候は、良い方に外れ、ジンクスが守れま

③ 壱岐神社参拝。宮司様の説明を受けて、昼食へ。
④ 名神大社・住吉神社
（自由参拝）
。
素晴らしいご神木から「氣」を頂き、
⑤ 壱岐国一の宮・名神大社・天手長男神社（正式参拝）
へ 。階段を昇る人とバスで上がる人とに分かれ、登拝。

した。感謝感謝です。始めてガイドさん付の巡拝で、私
の説明は何時もの半分以下でしたが、多くの人達のお蔭
を頂き、満足頂けたかと思います。
ナビゲーター 村上 彰（関東ブロック世話人）

有馬先生も来られていて、一緒に正式参拝。下りは、全員
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報告

一の宮めぐり 蝦夷国・津軽国・陸中国

第1日目：蝦夷国 一の宮 北海道神宮ほか

第2日目：津軽国 一の宮 岩木山神社〜陸中国 駒形神社ほか

９月３日・４日、
クラブツーリズム主催 １泊２日コース

スでの函館行きも。しかも、函館行きはこの「Ｓ北斗１６
号」が始発で、車内では「台風の影響で、倒木が何百本も

「一の宮めぐり 蝦夷国・津軽国・陸中国」をご案内し
てきました。参加者は１７名、内初参加は４名。

あり、架線も修復中で、長万部から森の間は最徐行しま

今回の一の宮めぐりを一言でいうと、
「全てにおいて、神
様の御加護とお導きにより、貴重な体験と予定通りの行

す。乗り継ぎの新幹線には乗れない可能性が大きいで
す」と何回も放送がありました。間に合わないと最終の

程を進める事の出来た一の宮めぐり」でした。

新幹線しかありません。

（第一日目）

長万部駅から森駅の間では、北海道神宮で頂いた
「旅行安全」の木札を紙袋から出して、祈り続けました。

９時発のＡＮＡで、羽田から千歳へ。
バスで千歳から北海道神宮へ。お宮参りの組が多く、一

線路の左右には、２〜３ｍの高さから折れた木々が散乱
していました。

緒に正式参拝。
開拓神社に参拝し、北海道をロシアから守った故人に感
謝しました。

３日間でよくここまで復旧したなと、関係者の苦労がしの
ばれました。結果的には、徐行区間も通常通り通過でき、
時間通りに新函館北斗駅に。

名物の御餅を頂きながら札幌駅へ。
実は、前日夕方まで、札幌から乗車予定の「Ｓ北斗１６号
函館行き」が台風１０号の影響で３日間ストップしていま

木札を背中のバックに入れて、
「森の石松代参」の格好で
新幹線に乗り換え、新青森駅からホテルへと、予定時間
通りに到着。時間を気疲れした一日でした。

した。前日夕方に運行決定の連絡が入りました。最悪バ
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一の宮巡拝

第26−0031・32合併号

（第二日目）
快晴の中、色づいたリンゴ畑越しの岩木山が頂上まで
望め、今回一番のお勧めの ① 岩木山神社（自由参拝）

宮司様以下神職様の、大変温かい、かつ、鄭重なおもてな
しを頂き、全員が恐縮するほどでした。

へ。特に７５分の時間を取り、第一鳥居から広い境内の
雰囲気を十二分に堪能していただきました。

正式参拝後、宮司様の御案内の上、お茶をふるまわれ、
本当に頭の下がる思いでした。出発時も、見えなくなるま

逆立ちをした狛犬（虎とも？）をなで、手水舎で禊をして

でお見送り頂き、
全員が感動と感謝の思いで駅へ。

拝殿に。白雲大龍神を参拝。何か所も強い氣を感じられ
る場所もあり、雪中での参拝だとどれだけ感動するのか

今までの一の宮めぐりにおいて最高のおもてなしを頂き
ました。本当にありがとうございました。水沢江刺駅か

なと思いながら参拝。本殿を拝み、手水舎そばをとおて
石垣のそばを通って帰りかけました。石垣の隙間から頭

ら一路東京へ。

だけを出した小ヘビに気づき、慌ててシャッターを押した

今回で、東日本の一の宮めぐりも一段落し、今月末か

ため、アップを忘れました。趣のある神社では、へびとの
出会いはよくあります。へびに感謝とお別れを念じてバ

らは西日本編へと進みます。
ナビゲーター 村上 彰（関東ブロック世話人）

スへ。昼食後、約３時間のバス。岩手山の頂上は雲に隠
れていました。
② 水沢の駒形神社（正式

平成２９年度 前期 一の宮巡拝計画

参拝）近くの駐車場に着く
と、巫女様がお迎えして頂
き、
ご案内で神社へ。

（クラブツーリズム関東編）* ナビゲーター 村上 彰

〈1 月〉

1 月 14 日
（土）

東国三社 Ⅰ 下総国･香取神宮〜常陸国･鹿島神宮〜常陸国･息栖神社

1 月 19 日
（木）

東国三社 Ⅱ 下総国･香取神宮〜常陸国･鹿島神宮〜常陸国･息栖神社

1 月 21 日
（土）
〜 22日
（日） 周防国･玉祖神社〜長門国･住吉神社〜筑前国･筥崎宮〜住吉神社
東国三社 Ⅲ 下総国･香取神宮〜常陸国･鹿島神宮〜常陸国･息栖神社

1 月 26 日
（木）
〈2 月〉

2月4日
（土）

相模国一の宮･寒川神社〜鶴岡八幡宮 日帰り

2月 8 日
（水）

相模国一の宮･寒川神社〜鶴岡八幡宮 日帰り

2 月 23 日
（木）

相模国一の宮･寒川神社〜鶴岡八幡宮 日帰り

2 月 25 日
（土）
〜 26 日
（日） 琉球国一の宮･波上宮〜御嶽

1泊 2日

〈3 月〉

3 月 11日
（土）

伊豆国･三嶋大社〜駿河国･富士山本宮浅間大社

日帰り

3 月 15 日
（水）

伊豆国･三嶋大社〜駿河国･富士山本宮浅間大社

日帰り

3 月 22 日
（水）

伊豆国･三嶋大社〜駿河国･富士山本宮浅間大社

日帰り

3 月 25 日
（土）
〜 26 日
（日） 大隅国･鹿児島神宮〜薩摩国･新田神社〜枚聞神社 1 泊 2 日
〈4 月〉

4月 8 日
（土）

上総国･玉前神社〜安房国･安房神社〜洲崎神社

日帰り

4 月 12 日
（水）

上総国･玉前神社〜安房国･安房神社〜洲崎神社

日帰り

4 月 23 日
（土）
〜 24日
（日） 隠岐国･水若酢神社〜由良比女神社

1泊 2日

申込先：クラブツーリズム（株）カルチャー旅行センター
電話：03-5323-6940（午前 9：30 分〜午後１７：30 分

日・祝日除く）

御結婚おめでとう
巡拝会 会友のフローリアンさんが､本年目出度くご結婚され､５月か
ら三重県津市の八幡宮・野邊野神社で神明奉仕をされています｡
ウィルチコ〜山中姓に変わり素晴らしい生活を送られています｡
先ずは、山中・フローリア
ンさん御結婚おめでとうござ
います。 津 市・久 居 駅から
真 近い 神 社で 御 座 いますの
で、会員の皆様是非参拝に訪
れてみては如何でしょうか。
28.6.29日 正式参拝後凛々しい
フローリアンさんと塩原
野邊野神社参道 拝殿
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出羽国一の宮
鳥海山大物忌神社・山頂本社 登拝

鳥海山は初めて秋田県側からのルートを選びましたが･･敢えて選んだ理由は秋田県には
一の宮が存在しないので登拝路だけでも秋田側から登る事に今回はこだわりました｡
写真は日本海に写った『影鳥海』実に幻想的な光景だ

第1日目
（8/12日）秋田県側 祓川から矢島口ルートを途中まで登り〜新山寄りの康新道ルー
トから七高山を目指し登頂しました｡ かっては七高山が鳥海山の頂上で有ったと記録されて
をり､古の登拝の面影が残り､神名を彫った古い石碑が数基見られました｡ 又､ 眺望がとても
良いので一等三角点も存在しています｡ 火山の噴火によって出来た新山（2,236m）が現在は最高点になって
います｡ 外輪山のコルから急な岩場を下り御室の大物忌神社本社地へ赴くと､ おり良く本社に居合せた高
橋宮司様に御朱印と御祈祷をして頂く運に恵まれました｡ 日本海に沈む太陽が美しく山肌を朱く染めてい
ました｡ 深夜にはペルセウス座流星群がいくつも輝きながら流れていました｡

最高のビューポイント発見･湖面に逆さ鳥海が写る

康新道上部の岩場と七高山･右手奥の岩山が新山（2,236m）
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ビューポイントからの秋田側の鳥海山

秋田･矢島口ルート祓川神社

湧き立つ雲も異形だ

鳥海山・七高山山頂（2,229.2m）

七高山頂上からの大物忌神社本社地

大物忌神社御本社覆屋内

大物忌神社山頂本社への参道

大物忌神社御本社と 前鳥居

夕日に染まる七高山の岩壁

日本海の落日

第 2 日目（8/13 日）午前 4 時起床､ 登山支度をして懐中電灯を手に外輪山のコルまで再び登り七高山の頂
上へ･･待つ事暫し､ ① 午前 4：47 分東方彼方の山波から素晴らしい太陽が昇りはじまる。実に荘厳だ､ 込み
上げるものを抑えて遙拝する。② やがて新山の後方に影鳥海が見え始まる。③ 場所を変え外輪山のほうに
戻り、日本海に浮かぶように出羽富士ならぬ待望の「影鳥海」が洋々と姿を顕わしてゆく、壮大な自然のドラ
マを短時間だが満喫して眺め、感嘆しシャッターを繰り返し押した。朝食のおにぎりを食べ、気持を入れ替
えて、矢島口ルートの急な岩場から下山を開始した。祓川神社に無事帰還した事を報告して､ 好天に恵まれ
た鳥海山の登拝は終了した。尚、明年平成 29 年は、神宮下賜の御用材で新宮となり「鳥海山大物忌神社・
山頂本社」は 20 年に一度の御遷宮を迎えます。

① 鳥海山頂 日の出28.8.13日 午前4ː47分

5時7分57秒

一の宮巡拝会 代表世話人 塩原輝昭

② 午前4ː56分新山の後方に影鳥海が僅かに見える

5時11分12秒

③ 5時2分38秒

影鳥海・28.8.13日 早朝5時13分14秒
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出羽三山 山駆け･･

羽黒山（現世）
〜月山（黄泉国）
〜湯殿山（復活）
擬死再生の行場

月山本宮・後方に鳥海山が見える

標高 1,984 m の月山山頂に鎮座する月山神社本宮は毎年 7月1日の開山祭から9月15日までの定められ
た期間のみ神職が在駐していて、この間に本宮での祈祷や御朱印を受ける事ができます。月山神社本宮は
延喜式によると名神大社、東北唯一の官幣大社です。その御朱印は山頂本宮でしか受けられないという事
を知って、山の日が制定された本年は登拝し湯殿山まで山駆けする事にし､ 9 月10 日〜11日の二日間で登
拝して来ました。初日は台風くずれの雨にたたかれずぶ濡れとなりましたが 2日目は、晴れ間の見れる､まず
まずの天候でした。
「羽黒派古修験道」の道場として今も霊峰として伝わる行の山を､ 思い新たに歩いて参り
ました。湯殿山神社では神秘な御神体に触れ正に再生の極致を足裏から感じさせて頂きました。山駆けし
た後の素晴らしい体験でした。月山神社本宮の御祭神は
「月読命」
で､ 月を象徴する神として「夜、海、魂や
死後
（命の再生）蘇りの世界」を司ると資料に認められています｡「一度死し､一皮むけて成長し復活」なる擬
死再生を感じて来ました｡ 月山は出羽三山の主峰として実に穏やかで清浄な霊峰ですが東側から望むと聳
え立つ秀麗なジオの姿でした｡

一の宮巡拝会 代表世話人 塩原輝昭

鍛治月光への下り口から望む湯殿山への山駆け稜

牛首から振り返った月山 左奥が山頂
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牛首手前付近から臨む日本海と鳥海山

金姥から望む月山

月山山頂遠望

会報

此処から月光坂を経て湯殿へ降る

一の宮巡拝

第26−0031・32合併号

装束場手前の水場付近

姥が岳登拝路

湯殿山への美しい山道

羽黒山・三神合祭殿

羽黒山・蜂子神社

月山中之宮 御田原神社

月山神社本宮・頂上社
開山期限内に登拝して
戴ける貴重なもの

月山頂上 官幣大社御朱印
登拝しなければ戴けない
貴重なもの

月山神社本宮・頂上社
御祈祷神符

湯殿山神社本宮
御祈祷神符

湯殿山神社本宮

含満の滝 禊場

湯殿山大鳥居

装束場石垣に青大将かな･･

登拝認定証28.9.11

月山神社本宮・官幣大社
御朱印ラベル付き御神酒

11

投稿

神様に感謝 全国一の宮 四廻り完拝

大津市

本郷 徹

一の宮神社を次の通り四廻りさせて頂き、神様に感謝の気持ちで一杯です。
・平成１０年６月２８日〜平成１２年 ４月１８日（１巡目）
・平成１３年９月１１日〜平成１５年 ４月１８日（２巡目）
・平成１７年８月１３日〜平成１９年１０月２０日（３巡目）
・平成２６年３月 1５日〜平成２８年 ４月２０日（４巡目）
一廻りに約２年要しているのは、各地のお城等を見学
し気持ちに余裕を持たせる事も大切だと考えたからです。
一巡後は朝夕 神棚（１階）
と朱印軸（床の間・２階）に拝
礼し、家族の安全と感謝を祈っております。
◆一巡目より参拝し易くなったと感じた点は次の通りです。
・パソコン等で巡拝計画が立て易くなった。・カーナビ、
ETC で移動が容易になった。・各地の宮司等関係者の
努力で境内整備がなされ本殿近くに駐車場が出来、徒
歩区間が少なくなった。・LCC 航空が発達し旅費が安
くなった。・無人の神社の宮司さんへの案内が掲示さ
れ良くなった。
◆一の宮神社との関わりについては、次の通りです。
・建部大社（日本武尊）
…境内の隣で中・高等学校生活
を送った。弓道の部活をした。結婚式をした。毎年初
詣に行く。
・伏見稲荷大社（猿田彦大神）
…母親に連れられ子供の
頃より伏見稲荷大社に参拝し信者である。
（外国人に
１番人気の神社）参拝仲間より一の宮神社を教えても
らった。
（宇迦之御魂大神、猿田彦大神ほか 3 神をお
祭りしている）
椿大神社より試作品の朱印張を頂き、全
国一の宮神社資料を頂く。
◆一巡後に何かのお導きかと分かった事は、次の通りです。
・猿田彦大神が伏見稲荷大社にお祭されていて、椿大神
社を教えて下さった。
・子供の名前が関わっている（長男…嚴島神社を崇敬さ
れた有名な武将 長女…日本武尊の父親・景行天皇）
◆巡拝後に毎年２回以上参拝している神社
・伊勢神宮ほか三重県、滋賀県、京都府、奈良県、大阪

特別寄稿
報告 1

震災前の阿蘇神社拝殿

震災前の阿蘇神社楼門

・全ての県に行けてテレビのニュ−スを見るたびに懐か
しく思い出します。
・古代より日本民族が大切にして信仰してきた神社。そ
の内で最も格式が高い一の宮神社が、民衆から親し
まれ、
崇敬される事を心より願っている一人です。
・一の宮神社巡拝者が増え、諸国の一の宮神社が栄えん
事を心より願って、私の感想が参考になれば幸いです。

皇学館大学 神道学専攻科に入って

28.4.14
今日は祭式教室で初めての神務実習。
装束に着替えて作法や祝詞唱奏等するた
め２時限通しです。1時間半、休憩 10 分、
1 時間半の合わせて 3 時間 10 分の講義
になります。休憩時間も講義に充てられ
ます。
全員が緊張の連続でピリピリしています。時計や装飾
品は全て外して下着から全て白装束。時間の経過も解り
ません。
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府の一の宮神社
・伊勢神宮入り口の猿田彦神社、伏見稲荷大社
・天照大神の両親、長男、孫をお祭りしている３か所の
神社
（滋賀県）
感想
・無事故で４廻り完拝出来たのも、一の宮神社の御加護
の賜物とただただ感謝して居ります。
・境内に入ると、その地方の太古以来の神気に触れた気
分になれ心の安らぎと、
充実を覚えた。
・古事記などで神様の系図に興味を持ち分かったので
喜んでいる。
・阿蘇神社が大きな被害を受けているが、早く再建され
ます様に祈っています。
（少額だけど御寄附しました、
今後も再建されるまで継続して御寄附します）

大谷 武司

初のため入室時の一礼の仕方、足の運び方（中央は通ら
ない！右から入室する場合は右足から、左から入室する
場合は左足から）
から始まりました。装束は、たたみ方か
ら始まり、着用する場合は必ず右から通すこと等、様々
の教えを受けました。室内では正座に限られ、正座が苦
しくなった場合は後方に回り直立です。
「楽にして下さい」
と言われても直立が許される限りで、あぐらは厳禁です。
講義を受ける時は座卓を用意し、ノートに記録したりし
ています。終了時は清掃と祭殿付近の空拭きをして、着
替えとなります。

今日は２時間通しで正座でした。２回ほど直立しました
が、途中で右足の裏辺りでけいれんを起こし大変でし
た。大祓いの祝詞はカタカナルビのため、巡拝会のひら
がなルビの大祓詞が役にたっています。これを６月まで
に全部暗唱して試験があるそうです。毎年２人から３人
の脱落者が出るそうです。脱落者を出さないために神
職養成部で、講義の空いた１時間半を使い週一回程度
の自主練も組まれるそうです。
専攻科は神職幹部候補生の見習い集団と言うことで、３
月には最終試験として神社本庁の試験があります。
女性も五人いますが更衣以外は同等の扱いです。
いよいよ週末土日は神宮会館に泊り内宮での神務基
礎実習です。参拝、食事作法、講義４回、懇談、夕拝、
翌日の早朝参拝、レポート提出大変です。携帯電話は実
習期間没収です。

報告 2

28.4.24
やっと１か月！なんとなく皇學館大学神
道学専攻科が理解できました。専攻科は、
文部科学省の定める神道学士の卒業資格
と神社庁神道Ⅰ類（明階職課程教育）の２
つの卒業資格が得られるということです。
当初は明階課程であったのですが、実地が足りないので
２年間の修行を積めば自動的に権明階となる訳です。
淨明正直の明階までが約束された幹部候補生コースと
なります。国学院大学にも同様の専攻科があり、この２
つが神社庁の特別な養成教育です。専修校や養成校で
良かったのに、かなりハードな教育内容で面喰らいです。
卒業までには必修と選択の科目を３６単位以上の修得
が必要です。
今朝は日曜日なのに何時ものように５時半起床、６時
31 分の近鉄急行で９時浦田町バス停集合で「内宮域と
周辺史跡見学会」、演習の一環で学部生の希望者と 30
名ほどで 16 時まで徒歩紀行。今北山墓地、荒木田墓
地、慶光院墓地、石井神社、巌社、石根社、正宮、別宮、
摂社、末社、所管旧神宮司庁舎、藤波の松、庚申等石造
遺物、旧校舎跡地（現神宮道場、内宮工房所）等をめぐ
りました。
先週は２日間の神務基礎教育で畳の間
での正座しての講義で痺れは何度も襲い
ます。あぐらは許されず我慢できないと後
方まで行き、
立って講義を聴きます。
夜は 10 時半消灯、早朝参拝、股関節やすねが痛くて疲
弊です。若手が悲鳴をあげるものは年寄りには更にきつ
いです。
４月 30 日
（土）は神宮徴古館と車塚古墳等散策
５月は５日
（祝）が参宮街道散策で明野から外宮、内宮と
歩行です。 連休明けの７
（土）
、８（日）は京都奈良の神
社参拝で、上賀茂神社や大神神社を含めて 14 社参拝
です。

６月 16 日は
「皇大神宮月次祭由貴夕大御饌」
で、講義終
了後に神宮祭祀についてのミニ講座を受けて深夜の 12
時まで御神事を奉拝見学この場合は帰れないので近く
に宿泊します。大半の御神事は夜に催され許可が出れ
ば奉拝見学なので（初穂曳の神事は 10 月の土曜日午前
中と決まっています。
）多くなると蓄積された疲れで身体
が持つか？夏休みの神宮実習と指定神社実習は何処へ
何時までか現在は不明。

三節祭を拝観する

28.6.19
御無沙汰の送信です。一部の方にはお話しましたが、
私は胃に潰瘍が三か所も出来て治療が必要となりまし
た。かなり前から屈み込んだりして無理してましたが、検
診したところ胃カメラ検査の結果は想像以上のものでし
た。また、ピロリ菌も再発しているそうです。組織の検
体検査の結果は２４日（木）に判明します。現在は表層剤
と痛み止めを服用していますが、結果も踏まえて暫くは
治療優先で行きたいと考えています。昨日と来週土曜日
は「祭式作法」の４限通しの講義もありますが、神職課
程は科目を減らして諦めることとしました。これにより
身体の負担はかなり減ります。しかし、書道や有職故実
等は単位を取らずとも講義を受ける科目もあります。
方針としては、
「卒業を目指す」と言う事になります。
先週１６日（木）午後９時から午後１１時半頃まで、内
宮の御神事を奉拝しました。三節祭の一つ「月次祭由貴
夕大御饌」
です。
神事は大雨の中を１０時に開始され、松明
や傘を持って大変そうでしたが良かったで
す。普段参拝している位置の正宮玉垣御門
も開かれ、大宮司を始め２３名の神官（実
際にはもう少し多かったです。
）の御神事は見えませんで
したが、太鼓や楽師の龍笛の音で進行状況を計れまし
た。荒祭宮では、帷越しに松明や提灯の灯りで御神事が
奉拝できました。立ったり座ったりを八回繰り返し着座
の時は八拍の拍音も聞こえました。携帯や懐中電灯は
禁止！戦時中や伊勢湾台風等の時も一日も欠かさず実
施されている事がまた凄いです。帰りはベトベトのスー
ツにグチャクチャの革靴で大変でした。無論、往復はタ
クシーで、地元の方や崇敬会か？神宮会館宿泊の方合
わせて１５０人くらい居ましたね。これも一つの財産にな
ります。
机上と現場の二つの勉強の場を中心に一年間を過ご
します。

＊私信メールから引用させていただきました。
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「諸国一の宮巡り 掛軸」
頒布のお知らせ

「諸国一の宮巡拝成就の証」
発行について

日本全国１０６社を巡拝する新しい旅の始まりです｡
『諸国一の宮巡り』の掛軸（仮巻き）が､ 新たに巡拝会
から頒布する準備がようやく整いました｡ 是非､ 御朱
印帳と共に御軸も携え､ 悠久からの神氣と息吹を求め
て一の宮を巡りましょう｡ きっと素晴らしい神々との出
会いと共に日本各地の伝統文化･風土を再認識する旅
となります｡ 諸国一の宮の神々が導きのまにまに重積
してゆく御神印を拝する時､ 自ずと頭を垂れ､ 手を合
わせ､ 素直な心に甦る自分を､ 感じて下さい。
御軸は護持者の宝物となり御尊家の守護神様となり
ます事を願っています｡
取扱は本部東京事務局

全国一の宮１０２社（１０８所）を
巡る参 拝の旅は､ 広大無辺な御
神徳を頂ける祈りの旅でもありま
す｡ 私たち巡拝者に多くの事象を
のり
大自然の法と共に､神と生きる道
を教示してくれる｡ 何巡目になろう
と､ 常に新鮮な御魂になれる場所
朱印帳巻末に完拝証明を
致します
こそが､ 一の宮の聖地で在ろうと
かんながら
心得て惟神の歩みを続けて頂きたいと存じます｡
今回､ 諸国一の宮を完拝された会員を祝福させて頂く証
しのために
『諸国一の宮 巡拝成就』
の記念御守カード（下
見本）を作製致しました｡ 未会員の方はご相談下さい。
東 京 本 部 事 務局で
完 拝 の 証 明が出 来
た方のみ､ 御希望者
には特別頒布をさせ
て頂きます｡（但しお
一人 様 一 組 3,000
円､ 巡拝成就記念お
守り携帯カード･完拝証状 完拝者名入 Ａ５判）

☆お問い合わせは本部東京事務局まで｡
Tel : 03−5823−3901
（月〜金）
13: 00 〜17: 00
（土・日・祝は休業です）
E-mail : junpai@alpst-net.co.jp

全国一の宮一〇二社︵一〇八所︶
の
完拝を祝福 致します

一の宮巡 拝会
本部事務局

一の宮巡拝会

諸国一の宮
巡拝成就

一

証

これは表面です〈90% 縮小〉（うら面は108社の神社名入り）

諸国一の宮巡り
掛軸（仮巻き・新編版）

上 代 40,000 円
消費税 3,200 円
頒

布 43,200 円

完 拝 者 割 引 15％ 34,000 円＋税（2,720）＝36,720 円＋送料別
〈当会完拝証明者〉

継続会員割引 10％

上 代 40,000 円（消費税別）
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36,000 円＋税（2,880）＝38,880 円＋送料別
〈29年度会費納入者〉

◆送料について：関東圏：1,000 円､ 近畿圏：1,100 円
九州･北海道圏：1,500 円､ 沖縄：2,800 円
＊送料は地域により若干の差額が生じる事も有ります。

一の宮巡拝会 平成29年度 初詣巡拝のご案内
おおとり

−大鷲神社 初詣巡拝−
時下 会員諸氏におかれましては､ ますますご清祥の事とお喜び申し
上げます｡ 「光陰矢の如し」またたく間に申年も終わろうとしています｡
丁酉歳･一白水星の新玉を迎える時期となりました｡
巡拝会恒例の新年初参りを表記の通り計画致しました｡ 酉年と言う事で
「酉の市発祥の地」と伝えられ江戸名所図絵にも掲載されている､ 花畑の
大鷲神社（御祭神･日本武尊）で正式参拝をさせて頂きます｡ 本殿正面の
左右柱にある一本彫りの「昇り龍」
「降り龍」は江戸末期の代表作で左甚
五郎三世後藤与五郎の作と言われている素晴らしい彫刻である｡その他､
本殿には大小多数の彫刻を見る事が出来るものと思います｡
酉年の神縁をむすび､ 墨田川の東側沿いに由緒深い神社を六社巡拝し
たいと思います｡ 年初なにかとご多用とは存じますが振るってご参加下さ
います様お願い申しあげます｡
◆未会員の方も参加歓迎いたしますので事務局迄お早めにご連絡下さい。

●開 催 日：平成 28 年 1 月 28 日
（土）
●集合時間：午前 8 時 15 分〜 30 分

：集合次第出発

●集合場所：東京駅丸の内北口改札口 ：担当者が会旗掲示
（従来通りの場所ですが会旗を持ってお待ちしています）
●参 加 費：8,000 円 昼弁当付

：当日集合時に納金下さい。

●担当幹事：関東ブロック世話人：岸本 鐵夫・村上 彰
●会計担当：梅山 裕美 入江 光
当日の連絡は 梅山 裕美

携帯電話：090-8569-5770

携帯メール：ume-Eten@t.vodafone.ne.jp
※参加申込は別紙「29 年新春初参り」
ちらし申込書を以って
1月12 日
（木）迄にお申込下さい｡

大鷲神社 中鳥居から 拝殿

巡拝予定コース

東京駅出発 午前 8 時 30 分

⇒大鷲神社
（酉の市発祥の地）正式参拝
（9 : 00 〜 10 : 30）
⇒白髭神社
（11: 00 〜 11: 30）
⇒三囲神社
（11: 40 〜 12 : 10）
⇒牛嶋神社
（12 : 30 〜 13 : 20）⇒亀戸天神社
（13 : 30 〜 14 : 10）
:
:
⇒富岡八幡宮･大鳥神社
（14 30 〜 15 15）
⇒品川神社
（15 : 40 〜 16 : 25）
⇒品川駅
（解散）
〜大井町駅 16 : 45 着
◆17 時から直会 割烹とんかつ ひろせ 会費 5,000 円

大鷲神社 全景

■参加申込みは 平成29年1月12日迄､ 下記FAX又はメールにてお願い致します。
FAX : 03-3865 -2135 又は 会専用 mail :junpai@alpst-net.co.jp
お問い合わせ : 一の宮巡拝会 本部東京事務局 電話 : 03 - 5823 - 3901（午後13時〜17時）
事務局長 塩原輝昭 携帯電話 : 090 - 4956 - 0138
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会報

一の宮巡拝

第26−0031・32合併号

好評発売中

B5版 軽量で携帯に便利！ 墨書きに優れ、好評の和紙御朱印帳です。
格式ある神社二十二社

准勅祭社東京近郊十二社

■信念の神道家 橘 三喜

一の宮巡拝会刊 定価二︑
五〇〇円
会員価格二︑〇〇〇円︵送料別︶

一の宮巡拝会編
特価 一︑
〇〇〇円︵送料別︶

■ 諸国神社一宮・二宮・三宮 ■別冊一の宮巡拝 創刊号

渋谷申博 著
定価 一︑
八〇〇円︵税・送料別︶

ご購入希望者は本部事務局まで

● 四国和紙・楮笹ヶ峰
本文白紙版
定価六千円（送料別）

◆ 斐伊川和紙（奥出雲・手漉き）
定価一万円（送料別）
● 四国楮和紙もあります
定価六千円（送料別）

「和」の幸せ情報紙『WAGO』

｜

｜

改訂
版

サイズ仕上︶

B
5

一
一の宮巡
拝会

全國
一
の宮
巡拝
のす
すめ

｜｜

B
3

版 横 両面刷り︵四ッ折

｜｜

◆全國一の宮巡拝のすすめ︵会員は無料︶
◆全国一の宮神社所在地︵会員は無料︶

｜

｜

一の宮巡拝会 本部事務局

｜

｜

〒一一一 〇〇五五
東京都台東区三筋一 十二 十二︵ 株︶アルプス・タカス内
電 話 〇三 五八二三 三九〇一
FAX 〇三 三八六五 二一三五
一の宮巡拝会 関西事務局

︵何口でも可︶ 薄謝謹呈

｜

｜

髙寺 壽 内

電 話 〇八〇 三一〇八 四八八一 FAX 〇七二五 二二 四〇四〇

｜

〒五 九 五 〇〇二四
大阪府泉大津市池浦町二 八 十七

｜

﹁全国一の宮会﹂編 公式ガイドブック

◆見本誌がほしい方は事務局へお申し込み下さい。
送料として350円（100円切手3枚＋50円切手1枚）
を同封して下さい。
〈バックナンバーから〉

◆全国一の宮めぐり

電話 090-3817-7360 FAX 03-6277-8203
http://www.wago-mag.jp/
E-mail sugi-t@wk9.so-net.ne.jp

一の宮 神 社の神 職で構 成されている﹃全 国一の宮 会﹄事
で平成二十年十二月に発
務局︵大和国一の宮大神神社内 ︶
刊された公式ガイドブック一の宮めぐりは現在第六版とな
っております︒巡拝会発行の
﹁全國一の宮巡拝のすすめ﹂と
合せて活用して頂けたら幸いです︒

『WAGO』は季刊です。
（1、4、7、10月発売）
下記まで、定期購読をお申込みいただければ、
毎号送料サービスでお届けいたします。

◆旅する一の宮

一の宮めぐりをもっと気軽に旅するガイドブックとして
新たに平成二十四年五月一日に発刊されました︒
一の宮神
社 案 内と合わせ︑各 神 社 周 辺の観 光スポットを紹 介した
多彩な情報が満載です︒ 尚︑各公式ガイドブックは一の宮
神社と一の宮巡拝会本部事務局で頒布しており︑
一般の書
店では購入することは出来ません︒全国一の宮神社の社頭
でお 求 め 下 さい︒神 社にない場 合 は︑左 記 一の宮 巡 拝 会
本部事務局へお問合わせ下さい︒

頒布価格 各 一︑〇〇〇円︵送料別︶

上記2刊最新号に巡拝会関連記事が掲載されています。

● 四国和紙・楮笹ヶ峰
◆ 斐伊川和紙（奥出雲・手漉き）
一の宮神社名・ご祭神名入り 一の宮神社名・ご祭神名入り
定価七千円
（送料別）
定価一万五千円（送料別）
◆ 本文白紙版（斐伊川和紙）
定価一万三千円（送料別）

巡拝会の年度はご入会された
月日ではありません｡ 毎年1月が
更新月となっております｡
平成 29 年度発行の会員証の色
はサーモン
色です｡
他色の会員証をお持ちの方は
同封の払込票を利用し更新を
して頂きます様お願い申し上
げます。会報･その他､ 会運営
の原費で御座いますので御協
力の程お願い致します｡ 他に寄
附・奉 賛 を 頂 ける 方 は 1 口
3,000 円（何口でも可）
をお願い
申し上げます。薄謝を謹呈致し
ます｡
事務局

「全國一の宮巡拝のすすめ」
「全国一の宮神社所在地」を
ご希望の方は、送付先を明記の上、送料分（1セット）切手360円（310円切手不可）を同封し、
必ず封書で本部事務局へお申し込み下さい。

