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祈り心願成就 祈る健康回復
正月に続き、一年で最も長い休日となったゴールデン

をしたのでした。2 月 3 日に同愛病院を退院しましたが

ウィークは瞬く間に終わりました。いよいよこれから梅
雨時を経て真夏の猛暑に向かう時期となりました…

帯状疱疹の治療の為通院が続きました。このまま回復
するかと思っていた矢先、投薬で様子を見ていた腰痛が

東京は連休明けから
「曇りと雨」を繰り返して肌寒さを感
じる日々が続いています。長期予報に依れば梅雨が短
く夏の到来が早いと言われて居りますが、皆様におかれ
ましてはいかがお過ごしでしょうか｡
何はともあれ、私にとってはあまり喜べない今年のゴー

急激に再燃し 3 月14 日に入院し、前述の如く翌 15 日朝
から約 5 時間の手術となりました。16 日の回診の結果再
度МＲＩ撮影が行われ、翌 17 日午後 4 時から再び全身
麻酔の再手術が行われました。執刀ドクターを信じる思
いと､ 日頃お祀りしている神々に祈るのみでした。

ルデンウィークが終わり本
格的なリハビリに励む時を
迎えました。私事でござい

お陰様で 3 月 26 日無事退
院が出来ましたが…それか
らはリハビリが本格的に始

ますが、1月25日の帯状疱
疹での入院に続き、3 月 15

まり現在に至っております｡
左脚の大腿部の快復を目指

日には腰椎椎間板ヘルニア
脊柱管狭窄症で船橋整形
外科クリニックにて手術を

して毎日地道なストレッチ
と週 2 回クリニックでのリハ
ビリ運 動を続けています｡

しました。桜が開花した時
も病院の限られたスペース

歩行に若干支障があります
が社務及び巡拝会の諸々事

の窓から、青空と近くの神
明宮の杜の緑を眺めていま
した。TH 様から頂いた寒

務処理にはどうにか支障無
く従事出来るところまで来
ています｡

川神社の五色お守りは紫色
ご心配をおかけ致しました
相模国一之宮 寒川神社 平成30年1月27日
で「病気平癒・健康回復・
会員ならびに､ 入院中お問
身体安全…長寿」の意味あいがあり、わざわざ寒川様へ
い合わせ下さいました皆様には､ 何かと不都合が遭った
赴き､ 授けて頂いた物なのでとても有り難い物でした。
かと思いますが、事情を鑑みご海容の程ご容赦下さい｡
元気になったら相模国寒川大神様へ御礼参り行かねば
これからも変わりないご厚誼とご協力をお願い申し上げ
と思っているところで御座います。
ます。
巡拝会の恒例新年初詣りは 1 月 27 日に実施されまし
一の宮巡拝会 本部事務局長・代表世話人 塩原 輝昭
たが残念ながら私は参加できず点滴の助けを受けてお
りました。参加者からの報告で寒川神社参拝ではとて
尚､本年 8月に予定していた出羽国一の宮・鳥海山大物忌
神社 ･ 山頂本社の登拝は断念せざるを得ません｡
も素晴らしい正式参拝が出来ましたとメールで伝えて来
同行を予定していた方々にはお詫び申し上げます｡
ました。報告を受け事務局として病室の中から深い祈り
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報告

一の宮巡拝会 平成30年新春初参りに参加して
平成30年度 吉例 寒川神社新年初詣巡拝
一の宮巡拝会 関西事務局 中谷 英明

平成 30 年 1月 27日
（土）
、関東ブロックの主催で新春初参りが開催されました。

相模国一之宮・寒川神社の正式参拝と二之宮・川匂神社、三之宮・比々多神社、四之宮・前鳥
神社、准勅祭社 東京近郊十二社の一つである品川神社を参拝しました。
私は、一の宮巡拝会関西ブロックの会員で、大阪府

を祀る社を建立し、相模国の霊峰大山を神体山とし、

枚方市に住んでいます。全国一の宮巡りで寒川神社

豊國主尊を日本國霊として祀ったことに始まるといわ

には三度参拝させて頂いていますが、関西在住のた

れています。

め、関東は馴染みがなく、一の宮以外の神社は存じ上

本殿参拝後、本殿の裏山にある元宮を参拝しまし

げません。また、これまで一部の方々以外は、関東ブ

た。元宮付近からは、前方に相模湾を、後方に雪で白

ロックの会員の皆様との交流もありませんでした。新

くなった神体山・大山を望むことができました。

春初参り開催のご案内を頂き、良い機会であると思い

比々多神社の由緒書によりますと、国府祭は平安時代

参加させて頂きました。

から連綿と受け継がれる、一宮寒川神社、二宮川匂神

今回参拝する神社は、品川神社以外は、相模国の
由緒ある古社「延喜式内社」となります。

社、三宮比々多神社、四宮前鳥神社、平塚八幡宮、総
社六所神社の合同祭典で、相模国の成立と国司によ
る班幣行事を今に伝える。神揃山の特殊神事古式

最初の参拝神社である相模国三之宮・比々多（ひ

「座問答」
、大矢場での国司祭など多くの神事が行わ

びた）神社に向かって、8 時 30 分、バスは東京丸の内

れ、国土安泰、天下泰平が祈念される。とあります。

北口を出発しました。比々多神社は、神奈川県伊勢原

毎年 5 月 5 日に斎行される「こうのまち」とも呼ばれる

市三ノ宮1472 にあり、ご祭神は、豊國主尊（豊斟渟

相模国府の大祭です。国府祭の中心的神事といわれ

尊）
、天明玉命、若日女尊、日本武尊の４柱です。相殿

る
「座問答」
ですが、その内容は、かつて相武
（さがむ）

に大酒解神
（大山祇神）
、小酒解神
（木花開耶姫）
をお

と磯長（しなが）が合併して相模国が成立した際、相

祀りしています。

武国一宮・寒川社と磯長国一宮・川匂社が相模国一

由緒書によると、比々多神社の歴史は大変古く、神社

宮の座を争った故事に由来するとされます。神事は、

境内地・近隣より発掘出土した遺跡遺物などから推

神座を意味する虎の皮を、一宮・二宮の神人が互いに

測すると当社の淵源は今から約一万年以上前まで遡

3 度敷き合い、一宮であると主張。三宮の仲介によっ

れる。発掘された縄文時代中期の環状配石（ストーン

て決着が翌年に持ち越されるというもの。千年以上

サークル）中の「立石（メンヒル）
」こそ祭祀遺跡であり

にわたり延々と繰り返される神事、伝統の長さと、強引

御神体であり、原初的な神社の信仰、古くからの聖地

に決着をつけずに、先延ばしを繰り返すことに面白さ

信仰の指標を表している。

を感じます。

また、
「社伝記（天保５年・1834 年）によると、御鎮座

2

は、初代神武天皇 6 年（紀元前 655 年）
、人々が古く

２番目の参拝神社は、相模国二之宮・川匂（かわ

から祭祀の行われていた当地を最上の地と選定、神

わ）神社です。川匂神社は、神奈川県中郡二宮町山西
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2122 にあり、古くから二宮大明神、二宮明神社と称

穏やかに過ごせるように神様に祈るのが「八方除」。

されていました。ご祭神は、大名貴命、大物忌命、級

「八方除」は、地相・家相・方位・日柄などに起因す

津彦命、級津姫命、衣通姫命の４柱です。

る全ての悪事災難を取り除き、福徳円満をもたらすと

創建は、第11代垂仁天皇の時代（約 2000 年前）
、磯

ともに、如何なる状況にあっても、積極的に生きてい

長国造（しながのくにのみやつこ）
・阿屋葉造（あやは

けるように導く寒川大明神の唯一無二の御神徳。

のみやつこ）が国の勅命により、磯長国鎮護のため創

参拝者一同で、年初に当たり、
「邪気災厄」を祓い、一

祀されたといわれています。

年が平穏に過ごせるよう寒川大明神の八方除の御神
徳を頂きたく正式参拝で祈願しました。

３番目の参拝神社は、
相模国一之宮・寒川神社で、

神社本殿の裏手に「神嶽山神苑（かんたけやましん

今回参拝のメインです。

えん）
」という庭園（神苑）があります。

寒川神社は、神奈川県高座郡寒川町宮山 3916 にあ

寒川の神が鎮まる寒川神社は、本殿裏山の森厳（し

り、ご祭神は寒川比古命、寒川比女命の 2 柱です。

んげん）な杜（もり）
「神嶽山（かんたけやま）
」の神聖

一般的に寒川大明神と呼ばれているそうですが、寒川

な泉「難波の小池（なんばのこいけ）
」の湧き出る聖地

大明神は、相模や武蔵国を中心に、関東地方を開拓さ

に祀られました。神嶽山は、

れた灌漑治水・農耕などの神とされています。

信仰の原点といえる場所で

また、寒川大明神は、古来唯一の八方除の守護神とし

す。
この古よりの聖地を日本

て崇敬を集めています。

庭園として整備されたのが

八方除について、神職様からご説明がありました。 「神嶽山神苑」です。今回は
残念ながら拝観できません

また、寒川神社の冊子「相模」に解説が記載されてい
ます。少し長くなりますが、
引用させて頂きます。
（方位学と八方除）人が行動する際、その行動には

必ず「方向
（方位）
」が伴う。これに対して、目には見え

でした。

神嶽山神苑

寒川神社は、
「延喜式神名帳」
によると、相模十三社
の中で唯一の名神大社です。

ない何かが作用し、法則性があるのではないか …

「延喜式内 相模十三社めぐり」というのがあるそう

それを研究したのが「方位学」
で、この研究こそが八方

で、寒川神社内に事務局があり、パンフレットが置か

除と大きく関わる。人はそれぞれの生年月日により

れていました。

「星回り」が異なる上に、時々により良い方角（吉方）
と

相模十三社を、パンフレットによりご紹介します。

悪い方角（凶方）が発生する。人によって全く異なる方

「延喜式」とは、醍醐天皇の延長５年（927）に編纂さ

角の良し悪しをその都度見極め、失敗の少ない方角を

れ、冷泉天皇の康保４年
（967）に施行された 50 巻よ

選択し、健康で幸せな人生を過ごす一助とすることが

り成る法典。藤原時平が編纂に着手したのが、延喜５

最も理想。しかし、
慌ただしい現代においては、
たとえ

年（905）
であったことによる。

住居・方角・運勢の良し悪しを判断できたとしても、

巻１〜巻１０までは、神祇・祭祀に関する規定で、巻９、

仕事や学校の都合が優先され、なかなか思い通りに

巻１０の二巻を神名帳といい、ここに登載されている

いかないのが現実であり、支配されている法則に則っ

神社を「延喜式内社」
という。

て生活するのは不可能に近い。

その数は、全国で二八六一社であるが、神奈川県下相

（唯一無二の御神徳）そこで〝転ばぬ先の杖〟として
大難は小難に、小難は無難に過ごせるよう、また悪い
「気」
をできる限り和らげ、良い
「気」
を呼び込み、日々

模国には十三社が掲げられており、いずれの社も千年
以上の歴史をもつ由緒ある古社である。
4 ページへつづく
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十三社は、
①深見神社、
②宇都母知神社、
③大庭神

5 番目の参拝神社は、
今回最後の品川神社でした。

社、
④有鹿神社、
⑤小野神社、
⑥高部屋神社、
⑦寒川

品川神社は、東京都品川区北品川３−７−１５にあり、

神 社、
⑧前鳥 神 社、
⑨石盾尾 神 社、
⑩大山阿夫利神

ご祭神は、天比理乃 命、素戔嗚尊、宇賀乃売命の 3

社、
⑪比々多神社、
⑫川匂神社、
⑬寒田神社。

柱です。鳥居をくぐり、本殿に向かう石段の左手にあ
る富士山を模した富士塚が印象的でした。

４番目の参拝神社は、相模国四之宮・前鳥（さきと
り）神社です。

富士塚は、富士信仰に基づき、富士山に模して造営さ
れた人工の山や塚で、江戸時代には一般的に
「お富士

前鳥神社は、
神奈川県平塚市四之宮4−14−26にあり、 さん」などと呼ばれ親しまれていた。一方、現代では、
（ミニ富士）とも呼ばれている。現在
ご祭神は菟道稚郎子命、大山咋命、日本武尊の3柱です。 「ミニチュア富士」
でも江戸七富士と呼ばれる七つの富士塚があり、
「江
由緒書によると、神社名の「さきとり」は、平安時代以
前の古い地名で、相模川河原に接する自然堤防の南

戸七富士巡り」が実施されている。
「品川富士」
（品川

端で、地形名から起こったと言われている。
この「さき

神社境内の富士塚）はその一つであるとのことです。

とり」の地に奈良時代以前、畿内から御祭神（菟道稚
郎子命）を「氏の上」
とする氏人が移り住み、遺徳を偲

参拝終了後、参拝に参加されなかった会員も加え直

び、清浄な地にお祀りしたのが「さきとり」神社と考え

会・新年会が開催されました。多くの会員の皆様方と

られている。

酒を酌み交わし、談笑し、交流を深めることが出来た

うぢのわきいらつこのみこと

前鳥大神（菟道稚郎子命）は、第15 代応神天皇の
皇太子で、当時、百済から来朝していた阿直岐（あち

楽しいひと時でした。
また、お会いできることを楽しみにしています。

き）から帝王への道を学ばれた後、博士王仁（わに）
を師として学問の道を開かれた。このことから、古くよ
り修学の神、学問の神として広く尊崇されている。そ

30年新春初参りに参加して

の俊秀の誉れから、皇太子と定められたが、兄・大さ
ざき命（おほさざきのみこと、後の仁徳天皇）と皇位

ニュースでは、成人の日に晴れ着の提供をできなか

を譲り合い、ついには兄君をたてて自らはお隠れにな

った「はれのひ」の社長が雲隠れしていた問題などが

りました。菟道稚郎子命を祭神として祀る神社は極め

連日伝えられていた頃で大雪の数日後でした。当日は

てまれなようで、私の知るところでは京都府宇治市に

暖かなおひより、比々多神社奥宮へ向かう参道からの

ある宇治上神社、宇治神社があります。宇治上神社、

大山など丹沢から遠く相模湾まですばらしい眺めでし

宇治神社は、明治以前は、２社１体の神社でした。菟

た。寒川神社では、神職様より八方除けの御神徳をお

道稚郎子命が住んだ菟道宮（うじのみや）または桐原

伺いし見識を深めました。翌日ですと、睦月お正月の

日桁宮（きりはらのひげたのみや）のあった場所は、

日曜日で大安日にあたるので、大変多くの方が参拝に

宇治上神社または宇治神社のある場所に比定されて

参られる事が見込まれるため、その前日である交流会

います。宇治上神社は、ユネスコの世界遺産「古都京

当日もなかなか正式参拝をお受けするのは難しいと

都の文化財（京都市、宇治市、大津市）
」の構成資産

ころでしたが… 一の宮巡拝会からのご依頼なので特

の1つです。また、菟道稚郎子命の墓は、宮内庁によ

別にお受けしたとの有難いお話もありました。拝殿に

り、宇治市菟道丸山にある宇治墓（うじのはか）に治

向かう際それまで雪を見かけず、あまり湘南では降雪

定されており、公式形式は前方後円墳、考古学名は

しなかったのかと思っていたところ、社殿付近に掃き

「丸山古墳」です。菟道稚郎子命に縁のある人々が、

寄せられた大量の雪が目に入り、神職様たちのご苦労

どのような経緯で、この前鳥神社のある地に移り住む

を感じました。私たち参拝者をお迎えいただいている

ようになったのか興味深いところです。

神職の皆様方の熱い想いを感じつつ、正式参拝での
剣の舞を拝見させていただきました事は御神前で貴
重な経験をさせていただきました。
直会は、私はかなりの人見知りなのですが、皆様優
しく接していただき有難うございました。帰路の都合
もあり中締め後、すぐお邪魔させていただきましたが、
大変楽しい時間を過ごさせていただきました。

H . K −栃木県−
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特別寄稿

一の宮を巡って
一の宮巡拝会会員 原田 敏隆

私は仏徒でもなければ神道信徒でもない。お盆に
は墓参り、お正月は初詣、クリスマスにはケーキを食
べる、日本人の七割を占めると言われる無信仰者であ
る。初詣に、厄払いに、或いは結婚式に招待されてご
利益があると言われる神社に行っても、知っているの
は神社の名前程度で由緒歴史や祭神さえも知らなか

▲ 大神神社 大鳥居

（塩原 撮）

った。

内社の中からどうしてこの神社に最初に伺ったのか明

仕事は建築設計だが寺社建築に精通しているわけで

確な理由は無いが、秦氏など渡来民族や景教にも何

もなく、注文住宅設計が本業である。
新築着工の際に

となく興味が有ったからかもしれない。この神社で祭

地鎮の祭事がある事が多い。仏教やキリスト教、新宗

神（天 之 御 中 主 神 外 四 柱）神 紋（双 葉 葵）鳥 居

教など多数体験しているが、神式で地元産土神社か

（三柱鳥居）杜（元糺杜 ／下鴨神社の糺森の旧祭祀

ら神職の方に来て頂いて催行することが圧倒的大多

地）太陽信仰（比叡山、木嶋社、松尾大社のレイライ

数で、千数百棟の住宅設計をさせて頂いたので地鎮

ン）等々、神社の名称や祭神の名前すら正しく読めな

祭参列数も半端ではなく、式次第のみでなく祓詞や

い自分が、多くの知らない事に触れて神社の奥深さ

祝詞も覚えてしまった。それでもお祓いをお願いする

を知る事となった。カルチャーショックである。

のは伊邪那岐大神と勘違いしていたし、祓戸の大神
等だと理解したのは最近のことである。

その後、名神大社巡りを続けているとき、仕事先の
奈良桜井で偶然大きな鳥居を見つけて伺ったのが大

２０００年代に入り世の中に「パワースポット」とい

神 神 社で平成 二十

う言葉が蔓延し始めた頃、それって何？という思いか

三年の一月、霙混じ

ら、まず「神社とは何だろう？神様とは何だろう？」そ

りの雨が 降る寒 い

の辺りから興味を持って見ようというのが事の始まり

日で、皆様の初詣も

である。只、膨大な数の神社、八百万の神と言われる

終 わりか けた頃で

神様、どこから始めるのか判らない状態。当時はいま

ある。このとき参道

のような神社ブームでもなく、紹介本等も皆無に近か

を歩いていて、生ま

った。有名な神社は数多いが昔はどうだったのだろう

れて初めて清々しい

と思ったことから、辿り着いたのが延喜式神名帳の式

空気、杜の葉音や歩

内社だった。千年以上前のパワースポットである。

みを進める玉砂利の

ここに記載された神社が官幣、国幣、大社、小社等の

音などと同時に、何と

格式で諸国に区別されていることも知ったが膨大な

はなしに良い「気」の

数である。そして式内社の中でも特に霊験が著しい

▲ 全ての始まりとなった大神神社の参道

神とされ、名神祭が執り行われた神社を名神（大明神

感じたのである。願いが叶うパワースポットなどはそ

の明神とは異なる事も初めて知った）と記載し、全て

もそも信じていなかったし、霊感などもなく無宗教の

が大社であることから名神大社と呼ばれている神社

私に「このような気持ち良い感覚を与えてくれる神社

が二百数社在ったことも知った。そこで手始めにこの

が存在する。
」と言うだけの、しかも拝殿の前とかで

式内名神大社を巡ってみることにしたのが神社巡り

はなく参道を歩きながらの率直な体験である。この

の発端であり、現在も継続している。

気持ちの良い体験が現在継続中の後々の神社巡りを

流れのようなものを

そのような訳で平成二十二年頃から名神大社巡り

決定付けることとなった。大神神社が式内名神大社

が始まった。私の住居は昔の畿内摂津国である現在

である事は知っていたが、他の格式の二十二社や大和

の兵庫県南東部、都に近い事も有って近隣に多くの式

国一の宮で有る事等知らないし、三諸山（三輪山）が

内社や名神大社がある。その中から神社に行く為の

ご神体で本殿が無い事、拝殿の奥に三ツ鳥居が有る

みの目的で最初に訪れたのが山城国京都の木嶋坐天

事等も知らない頃である。

照御魂神社であった。数ある著名で格式ある山城国の式

6 ページへつづく
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会報

一の宮巡拝

第26−0035号

その後、益々神社に対する興味が沸き近畿の式内

一の宮会の大神神社

大社を巡っていて、紀州の丹生都比賣神社で一の宮

で小さな全国一の宮御

巡拝会の全国一の宮神社所在地図を頂いた。丹波の

朱印帳を頂き、お札か

出雲大神宮、丹後の籠神社、但馬の粟鹿神社や出石

ら御朱印を頂く事に変

神社、播磨の伊和神社、山城の賀茂御祖神社や賀茂

更した。
この小さな御朱

別雷神社、河内の枚岡神社、摂津の住吉大社、和泉の

印帳にも諸国一の宮の

大鳥大社、紀伊の日前国懸神社や伊太祁曽神社や丹

御朱印を頂戴したので

生都比賣神社、淡路の伊弉諾神宮などの近隣の巡拝

将来軸装しようかと思

した神社が其々の国の一の宮である事を知ることと

っている。そして当会に

なり、名神大社を巡りながら一の宮も巡ってみようと

も入会させて頂き会報

思い始めた。 旅行好きなので「全国各地の観光を兼
ねて巡れば良いし、一の宮の方が数も少ないし。
」と言
った軽い気持ちで始めたのである。但し知人から「巡

▲ 諸国を共に巡った一の宮巡拝会
の斐伊川和紙朱印帳

等から色々な情報を頂
戴し、素晴らしい出雲
斐伊川和紙の大きな御

拝をするなら途中で放棄せずに完拝成就までやり続

朱印帳（各地の神社で素晴らしい和紙で書き易いとと

ける事。
」と言われたことを思い出す。

ても評判が良かった）も注文して頒けて頂く事となった。
軽い気持ちで始めた一の宮巡りだが、直ぐになかな
か大変である事に気付いた。観光のついででは多く
の時間的な余裕がないと廻れないし、遠方で各国に
基本的に一社である一の宮は個々の規模も大きく見
るべきところ等も多く日時を要する。各社を奉拝し御
朱印を頂戴し宮司さんとお話等をしていると一日があ
っという間に過ぎる。そして昔は陸路より海路という
ことにも初めて気付いた。東海道や南海道、西海道、
そうか海の道だったのだと。日本は大八島の島国で
あり、当然のことであるが各島に国が在り、一の宮も
在るのだと気付いたわけである。
ここからはしばらく名神大社巡りより一の宮巡りを最
優先することにした。前述の、完拝しないといけない
との知人からの助言もあり、仕事での出張やほぼ全て
の休日を利用して、時間を作っては各社を巡拝させて
頂いた。

▲ 画像は頂いた御朱印の合成画像だが、このような軸装が
できればと考えている。

今程に御朱印がメジャーでもなく、当初は各神社で
はお札を頂いていた。これは持ち帰っても置き場所に
困ることとなる。そのような折に知ることになったの
が神社側の一の宮会と巡拝者側の当会である。
6

▲ 最後に奉拝させて頂いた志波彦神社鹽竈神社の御朱印と、
朱印帳に頂戴した復興祈願の「甦 東北」の書。

会報

平成二十三年一月から九月の約九ヶ月で完拝成就

一の宮巡拝

第26−0035号

付いてしまった。社名、由緒歴史、祭神、祭祀、鳥居、

したが、途中は東日本大震災もあり、阪神淡路大震災

狛犬、拝殿本殿等の建築、神紋、神木、まだまだ知ら

を経験した者として、東北地方の復興も願いながら巡

ないことも多いし、新たな発見や驚きもある。先は長

拝させて頂いた。訪ねた事もなかった全国各地を廻

いが続けて行こうと思っている。

って貴重な体験を積む事が無事に出来て感謝してい
る。おそらくこの巡拝がなければ訪れることはなかっ
たと思われる、立山の山頂や、隠岐、佐渡、壱岐、対馬
などの島々も懐かしい思い出である。
最後に訪れて奉拝させて頂いたのが被災地東北の志
波彦神社と鹽竃神社だった。震災復興の祈願と巡拝
成就のお礼に昇殿正式参拝させて頂き、御朱印帳に
特別に「甦 東北」の文字も頂戴した。
飛行機で降り立った仙台空港周辺の機窓からの風景
は、津波の被害が酷かったのを思い出す。今日でもま
だまだ復興の途中だと思うが、一日も早い復興と被災
された皆様のご健勝とご多幸を不肖乍ら祈らせて頂
く次第である。
そして、巡拝成就した当会の朱印帳を持って、出雲斐
伊川和紙の井谷様の手漉き工房を訪問し、感謝と共

▲大神神社「夏越の大祓」の三ツ鳥居の茅の輪

大神神社でなんとなく良い「気」に触れさせて頂い

に、氏の漉かれた和紙に頂いた諸国一の宮の御朱印

たように感じてから各地の神社巡りを続けている。

を見て頂きご家族で喜んで頂いたのも思い出である。

このような事が続けられていることに感謝して大神神

あっという間に巡拝をしてしまったので、その後の

社には通い続けているし、信徒ではないが感謝の意

当会会費納入も忘れてしまう不良会員だが、引き続き

で大神神社崇敬会にも入会させて頂いた。私の神社

当会の一の宮の記載がない斐伊川和紙の朱印帳を

巡りを知った廻りの方々に「どこの神社がいいですか

頒けて頂き名神大社を巡り続けている。昨年は「諸国

？」とよく問われるが、
「特に拘りがないのであれば、

一の宮巡拝成就の証」
も頂き神棚の下に飾っている。

まず大神神社に行かれたらどうですか。
」と言ってい

遠方や離島を除き式内大社はほぼ巡ってしまったの

る。私の場合が大神神社だったように、皆様も一の宮

で最近は近い所から式内社巡りをしている。一の宮

巡りや各地の神社巡りを通じて素晴らしい神社を奉

百八所でも大変だと思っていたが、式内社となると鎮

拝され、皆様各々の「 気 」を感じることができる神社

座地さえ探すのが大変で、現在でも大きな神社も在

や神様と出会って頂ければと思う。

れば、山奥の小祠だけの所、合祀や廃絶してしまった

今では折角全国を巡ったのだから、急がずにもっと時

神社も数多い。巡った神社の数は昨年末で千七百社

間をかけて諸国一の宮近辺の式内社なども巡ればよ

を超え、神社に関する知識も半端ではないくらい身に

かったと思うこともある。只、そうしていたらきっと廻
れなかったかもしれないとも思うし、もう一度諸国を
廻れと言われているとも思う。
今日に至っても私は無宗教無信仰者だと思ってい
るし、拙文で神道の皆様や当会の皆様に多々失礼な
事を書いてしまっていたらお許し願いたい。
しかし最近「もしかするとこれが本来の神道なのか
も」とも思うし、本当はどっぷりと神の道に嵌ってしま
ったのかもしれない。
最後になったがお世話になっている当会に感謝。
原田 敏隆

▲ご神体山三輪山

（塩原 撮）
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報告

一の宮めぐり 飛

国・越中国

平成30年3月10日(土) 〜11日(日)

第1日目：飛 国 一の宮 水無神社・髙瀬神社
第2日目：越中国 一の宮 射水社・氣多神社・雄山神社前立社壇・雄山神社祈願殿
（第一日目）
曇り空の中、東京駅を出発し、富士山の麓まで雲に
隠れた中、名古屋駅へ。

へ。ありがとうございました。
夜は自由食で、６名と一緒に、大変美味しいお酒と魚
を堪能し、盛り上がりました。ごちそうさまでした。

雲一つない青空の中、バスで高山へ。今だ雪も多く残
る中、① 水無神社（正式参拝）へ。
神職様の除雪で、気持ちよく参拝へ。控室から拝殿

雲一つもなく、晴れ渡った朝８時に出発。

内へ。水無神独特の雰囲気を感じながらの正式参

城址内の ① 射水神社（自由参拝）へ。

拝。素晴らしかったです。

前日ご挨拶をしていたので、早朝の清掃中でしたが、

宮司様以下神職様の温かいおもてなしとご案内、あり

お迎えを頂きました。

がとうございました。
次いで、飛騨物産館で休憩・お土産ゲットして富

個別参拝後、丁寧なご説明を頂き、後、広い境内を
自由行動時間へ。お忙しい中、温かいおもてなしを頂

山へ。

き、ありがとうございました。特に大型バスの為、誘導

②髙瀬神社
（正式参拝）では、神職様達のお迎えを頂

迄して頂きました。本当にありがとうございました。

き、拝殿へ。

次に ② 氣多神社（自由参拝）へ。 拝殿前での参拝

素晴らしい雰囲気の中、巫女舞：劔の舞を奉納。

後は自由行動時間に。 雲一つない青空の中、富山湾

心身ともに浄められ、清々しい心持ちに、全員大感動

越しの立山連峰ははっきり見られて素晴らしいの一言。

です。その後、おもてなしと詳しくご案内を頂き、あり
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（第二日目）

次いで、③雄山神社前立社壇（自由参拝）へ。

がとうございました。

雲が出てきましたが、雲間の日差しを浴びながら参

神職様達のお見送りを頂き、感動のまま、富山市内

拝。雪除けの囲いをくぐって拝殿へ。後、自由行動時

告 知 版
●●●

間へ。正式参拝社も何組も居られ、お忙しい中「峰本
社遥拝」の御朱印も頂き、ありがとうございました。
「登拝」印は、頂上でなければいただけません。
次いで、昼食後最終予定の ④雄山神社祈願殿
（自
由参拝）
へ。
日差しもない重い曇り空のなか、駐車場へ。今までと
異なり、多くの積雪の中、かき分けられた狭い参道を
踏みしめ、参拝。めったに経験できない雰囲気の中、
寒く引き締まった空気に心身共に引き締まりました。
御朱印記帳の関係で、多めに時間を予定しましたが、
早々に博物館内へ。
３０分前から急に雨が降り出し、博物館内に待機。
記帳終了後、バス内へ移動した時間が１４時４３分。
御願いして、４６分に合わせて１分間の黙とう。 運転
手さんも含め全員で黙とう。
祈願殿境内であったのも何かのお導きかと？一路、
富山駅に向かい、北陸新幹線で東京へ。
今回も日常では体験できない事柄があり、全員が
すっきりとした表情で、大満足された様子でした。別
れ際、次回での再会を楽しみにしながら、散会しまし
た。ご縁を頂いた皆様、ありがとうございました。
ナビゲーター 村上 彰（関東ブロック世話人）

◆関口相談役から便りをいただきました

先日は豪華本の「神社年鑑 2017」をお送りいただきま
して有難うございました。本を受け取って、最初にパッツ
と開いたら塩原さんと佐々木さんの写真が飛び込んでき
ました。
（不思議なもんですね）
それで、一読、塩原さんの経験と知識が良く分かります。
又、一の宮神社の懐かしい宮司さんのお顔も拝見して良
かったです。ますますの一の宮巡拝が盛んになることを
願っています。
私は今22 社巡りを関西ブロ
ックで行っていますが、い
つも素晴らしいお参りをし
ています。その一端を大阪
日日新聞に掲載したり、そ
の 他宣伝 や啓 蒙活動にも
精を出しております。
さて、私のお山は今年 10 周
年を迎えます。10 年が経ち
ましたが、ようやくスタート
大阪日日新聞に掲載された「22 社巡り」
台に立った感じです。
というのは、
今年はかなり寒さが厳しくてカフェの水道が
破裂したり山から引いている水のホースが途中で壊れた
り、また、去年の台風で倒木が多数ありいろいろ苦戦を
強いられました。それでも、負けずに頑張っております。
訃報

会員 No.119 福川みゆ香 様（大阪府高槻市）平成 30年 1 月 17 日
浜松の病院にて他界されました｡謹んでご冥福をお祈り致します。
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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。

会報

平成29年度

全国一の宮会 総会

平成 29 年 8 月 24日（木）
・25日（金）に神職の集い、
全国一の宮会総会と研修会が開催されました。
本年は関東で行なわれました｡ 事務局塩原はじめ村上・
梅 山・野島・北 村の 5 名
で参加させて頂きました。
当日は好天に恵まれ、暑
さ厳しき中東 京 駅 南口
で 集合しバスで 現 地へ
向かいました。素晴らし
い参集殿にて受付け後､
13 時からの本殿正式参
拝と記 念 撮 影が行われ
ました。15：30 分からの講演会は森下松壽様の講師で
「東国三社と潮来」と題して鹿島神郡の成立と香取神宮･

於 鹿島神宮

一の宮巡拝

第26−0035号

平成 29 年 8月24日
（木）
・25日
（金）

息栖神社の神階のこと等興味有る講演が有りました｡
懇親会の席はアトンパレスホテルに移動して18：30分〜
開催され、宮司様はじめ神職の方々と懇親を深める事が
出来ました｡
翌日の研 修 会は下総国
一の宮 香取神宮と上総
国一の宮 玉前神社の両
社正式参拝でした｡ とて
も充 実した神 社 参 拝が
出来ました事は良かった
と思いました｡
帰路は､ アクアラインの
海ほたるを経由して羽田空港と東京駅迄送り頂き有り
難う御座いました｡

ー 平成30年度 改訂版 完成 ー

全國一の宮巡拝のすすめ ＆ 全国一の宮神社所在地
「全国一の宮巡拝のすすめ」
・
「一の宮神社所在地図」の２刊が広範囲な部分にわた
り内容の改訂が 4 年振りに行なわれました。各一の宮神社様には電話や FAX 等で確

平成三十年度

改 訂 版

全 國一の宮 巡 拝 のす す め

認の為問い合わせさせていただきましたが、快くご協力を賜わりました事厚く御礼申し
上げます。当初の予定より発刊が遅れてしまいましたが、此れから巡拝される方の良
き導き書となるものと確信をいたしております。
又、本書の改訂版の再刊に当たりましては、当会初期から世話人を永年つとめて下さい
ました木下雅晴様の多大なる御援助ご協賛を戴きました。巡拝者への厚い情熱とご教
＊中面見開きの一部です

示を賜わり発刊出来ました事をご報告させていただきます。

一
一の宮巡拝会

全国一の宮神社所在地図（会員は無料）
B3版横両面刷り（四ッ折B5サイズ仕上）

全國一の宮巡拝のすすめ（会員は無料）
B5 版 20 頁

※本文11頁に記載の

「全國一の宮巡拝のすすめ」
＋
「全国一の宮神社所在地図」をご希望の方は、送付先
を明記の上、 送料分（1セット）切手400円（100円切手4枚希望）を同封し、 必ず封書で
本部事務局へお申し込み下さい。

におけるJR吉備線は、公募によって「桃太郎線」という愛称で2016年3月26日から使用されている。
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定価 六千円

度版

新 刊 神社年鑑

平成

編集 神社年鑑発行委員会
協力﹁
和合﹂編集部
定価 二︑
五〇〇円︵税込︶
送料 関
=東・近畿 八〇〇円
そ
※の他地域により異なります

■信念の神道家 橘 三喜

会員価格 二︑〇〇〇円︵送料別︶

一の宮巡拝会刊 定価 二︑
五〇〇円

﹁全国一の宮会﹂編 公式ガイドブック

◆全国一の宮めぐり

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﹁ 全国一の宮 めぐり﹂は
必携本となっております︒
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︒

◆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く
だ 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く
ださい︒

頒布価格 各 一︑〇〇〇円︵送料別︶

一の宮巡拝会 本部事務局

｜

電 話・FAX 〇七二 八四 八 八九八〇

｜

︵何口でも可︶ 薄謝謹呈

｜

2
0
1
7

■別冊一の宮巡拝 創刊号

〒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

〒五 七 三 一一九七
大阪府枚方市禁野本町一 八 三二 三 ○ 七 中谷 英明 内

｜

|

特価 一︑
〇〇〇円︵送料別︶

｜

｜｜

｜

29

W
A
G
O

一の宮巡拝会編

｜

斐伊川和紙（奥出雲・手漉き）

斐伊川和紙（奥出雲・手漉き）
本文白紙版
定価一万三千円（送料別）

一の宮神社名・ご祭神名入り
定価一万五千円（送料別）

四国和紙・楮笹ヶ峰

中面見開きの一部です

二十二社 四国楮和紙

｜｜

ご注文の際は番号と品名を必ずご記入下さい。

ご購入希望者は本部事務局まで

一の宮神社名・ご祭神名入り
定価七千円
（送料別）

本文白紙版・四国和紙
（楮笹ヶ峰）
定価六千円（送料別）

准勅祭社東京近郊十二社

定価一万円

格式ある神社二十二社

二十二社 斐伊川和紙
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｜

｜

第26−0035号
一の宮巡拝
会報

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。

＊価格は全て税込です

山頂本社 朱印

