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伊勢神宮祈願参拝
8 月 2 日、第 13 回生涯学習セミナーの成功祈願のために、伊勢神宮参拝に行ってまいりました。ま
た、榎正和講師との打ち合わせもしてきました。
吉田代表、山下副実行委員長、田村佳世さんと実行委員長の私の 4 名で、8 時に御所事務所を車で出
発し、9 時 40 分に榎講師のお宅に到着しました。
先生のお宅は伊勢地方の特色あ
る平入り玄関で、長い庇丸太がみご
となお宅でした。先生も気さくに
色々とお話しくださり、とても好感
の持てる方でした。
その後、伊勢の外宮（豊受大神宮）
にお参りし、内宮（皇大神宮）では
お神楽奉納と御垣内参拝をさせて
頂き、生涯学習セミナーの成功と皆
様全員の弥栄をお祈りいたしまし
た。
参拝が終わっておかげ横丁で昼食を取り、
6 時前に事務所へ無事帰ってきました。
どうか会員の皆様、
今回のセミナーも初参加の人をたくさんお誘いして頂きますように宜しく御願い致します。
セミナー実行委員長

岡川福弘

セミナー事務所開き
８月４日（火曜日）午後８時より事務所講堂に
て、９月１７日・１８日の２日間開催する、
「第
１３回生涯学習セミナー」の事務所開きが行われ
ました。
国歌斉唱と吉田代表世話人の開会挨拶に続き、
岡川福弘実行委員長が「無事セミナーが開催され
ますよう、皆さんのご協力をお願いします」と話
され、担当役割表の発表もありました。
セミナーに向けての士気を高め、積極的にお誘
いを開始していただきますよう「開催に当たって
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の心構え」を五條事務所平井末治社会教育講師に

めくくられ、講話が終了しました。

講話を頂きました。

講話終了後、果物とお茶菓子をいただきながら、
セミナーに向けて積極的にお誘いを開始するこ
とを誓い合いました。
上田 均

〜なつかしの局（つぼね）ガ岳へ〜
7 月２６日（日）
、恒例の歩こう会、今回は三
重県飯高町にある局ガ岳の登山である。
参加メンバーは５人。朝６時３０分に事務所前
に集合し、一台の車でいざ飯高町へ。いつものコ
ンビニでお弁当等を買い込み、約１時間走るとピ

どの係の人も自我没却して思いやりの心、罪ほ

ラミッド型の美しい局ガ岳の山容が見えてきた。

ろぼしの心で、どれだけ心を込めてやるか。報恩

登山口である局ガ岳神社の前に車を止め、新道

も「惜しいな」と思いながら出すのでは意味がな
いし、神様は受け取ってくれない。セミナーへの
お誘いが心の勉強、受講者が来るか来ないかは神
の力。日程も時間も会場も自分たちで決めておい
て、来ていただけないのが当たり前、来ない人を
責める前に、来ていただいた人に感謝せよ。
私も、
「申し込みが何人あってよかったな〜、
今回の講師の話、分かりやすくてよかったな〜、
最後の反省会で出てくる感想は？」
、そんなこと
ばっかり考えてました。多く集まってくれた、講

登山道より登山開始。２０分ほど登ったところが
新道登山口、一息いれて又登り始めた。登山口よ
りの登りはけっこうな急登で、かなり息があがっ
た。実をいうと、私は約１０年前に今回参加者の
S さんと U さんと３人で、一度この山に登って
いる、しかし１０年も前のことなので記憶もさだ
かでなく、こんなに急な登りだったかなと息をあ
げ汗を拭いた。
登山口より約１時間半で小峠に到着。ここで昼
義が良かったはセミナーの成功ではない、お世話

食をとることにした。昼食後さらに登ってようや

する人が心を込めて努力したか、これが真の成功

く頂上に着いた。狭い頂上で少々ガスがたちこめ

である。参加者は熱心に平井講師のお話にに聞き

ていたが、ときおりすばらしい眺望が見えた。

入っていました。
「神様に分かってもらえる、受

記念写真を撮り下山開始。下山は旧登山道を下

け取ってもらえる苦労、報恩をしましょう」と締

りた。石がゴロゴロ足元が悪く、ひざがわらって
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何回も休息をとりながら、ふもとの局ガ岳神社前

礼、年２８、人となり聡明にして、目に度（わた）

に到着。今日も全員無事に下山することが出来た。

れば、口に誦み、耳に佛（ふ）るれば心に勤（し
る）しき」と「古事記」の序にみえる。
古事記を「国語体」で読んでみた。血脈の上で
先祖に当る天鈿女と猿田彦に関わる話をこと多
く引きずって語らずにはおられなかったか、阿礼
がたずさわっていることが自然と読みとれる。
天の岩屋戸での乳房と陰部を丸出しした天鈿
女の舞い姿、天孫降臨に於いて、天照大神の命に
よる、猿田彦との道案内のかけひきの出会い姿。
稗田氏は朝廷への采女貢進をする氏族である
が、稗田阿礼は純然と舎人として天皇に従って、

前日よりの天気予報でかなり雨の心配をした

余裕ある誦習を知れる。

が、私以外の参加メンバーの皆さんの日頃のおこ
ないが良いせいか、幸いにも雨にあわなかった。

稗田村は環濠集落であった。今も県内で代表と

帰りにはスメール温泉で汗を流し、さっぱりとし

する環濠を残している。大和郡山市には、この他

て夕方５時ごろ無事御所に到着。めでたし、めで

若槻、中城、番条、井戸野、美濃庄、横田、北柳

たし。

生、鉾立、八条、官堂、七条などが佐保川の東側
に集中して環濠の村落としてあった。この村落は

やすひろ

生かして歩く（2） 語りべ阿礼
いつの間にか、森の入り口に来ていた。売太神
社の門石碑以外に石の鳥居と右脇に由緒案内板
が建っている。主祭神稗田阿礼（ひえだのあれ）
命と副祭神猿田彦神、天鈿女命（アメノウズメノ
ミコト）の夫婦神以外に、猿女君の一族に稗田氏
があったことが書いてある。
数々の歴史参考書から要約すると、天武天皇が
ご精選になった歴代の神様のご事跡、天皇のご事

戦国時代に深い堀で囲まれ形成し、完成していた。

跡、皇位継承、神代以来の各氏族の歴史、伝説、

この稗田から平城京の南門、羅城門まで 1.8 キ

歌謡等を多くの学者や名門出身の役人の中から、

ロの道程、先ず下三橋の交差点へと出る。

特に記憶力抜群の稗田阿礼に、勅語で誦習（よみ

下三橋は羅城門の大きな濠が横たわり、並列し

なら）わしをお授けになった。この誦習わった事

て三つの橋が架けられて、外国からの貴賓客をこ

柄を三十有年後の天明天皇が、太安万侶（おおの

の場所でむかえ入れた場所とされ、三橋という地

やすまろ）に「稗田阿礼の誦習わった事柄を記録

名が今もある。

せよ」とお命じになった。このようにして「古事

国道 24 号道路を北へと添って歩くと杏町交差

記」が誕生した。

点へと来る。
「カラモモ」とは面白い名である。

「時に舎人（とねり）あり、姓は稗田、名は阿

日本式の門は和門、唐式の門は唐門（からもん）
。
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師曰く、唐門のねきに必ず桃の植え付けがあり、
よって「カラモモ」と云う。
先の番条町、番条も番条田中も「バンジョウ」
で番上、長上からの派生による。法隆寺建立の際
際この技術官の現場監督たるもの、大工は職工長
であった。平城京建設に、大工集団として従事し
た。
この周辺の村落名は平城遷都に因みがある。佐
保川の橋から若草山を望み、そのようなことを考
えていた。
トーマス・マツムラ
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3. 青年クラブは８月２３日(日)１７:３０から
事務所駐車場でバーベキュー大会をします。参
加対象は、青年クラブメンバーとその家族で大
人１０名、小人５名の予定。
≪審議事項≫
1. 満８０歳以上会費免除申請書及び休会届を
作成。申請用紙を事務所内に掲示し、関係書類
を整理しておきます。この制度は８月２２日付
で施行する。
2. 敬老キャンペーンの配布用ニューモラル誌
５００部は、注文済。配布場所はライフ御所店
を予定、日時が未定(９月２０日(日)前後)です。

たは紅白まんじゅうにメッセージを添えるな
ど、品物と見積もりを女性クラブの方より提出、
来月へ継続審議とする。

編集後記
今我家︑隣近所では昼夜問わず︑ねずみ︵ど
ぶねずみ︶とイタチが天井裏を走り回り安眠を
妨げられ困っている︒近所で困った家は専門家
を頼み︑今現在イタチ４匹とねずみ２匹が捕ま
りこれで安眠出来そうとホットしている今日こ
の頃です︒イタチは地上を走るものと思ってま
したら天井裏も・・・︑快適な天井裏を住処に
通りを渡り歩いている様子︒挨拶代わりにねず
み︑イタチ捕れました・・とか・・・
しかし︑メスのイタチは保護動物だそうです︒
お互いに共存ですが︑住むところをわきまえて
もらいたいなあと思う・・・・︑︒

◆運営委員会報告
8 月 22 日、午後 8 時より事務所で運営委員会
が開催されました。出席者は 11 名。
吉田代表世話人は「新型インフルエンザが流行
中です。感染に注意してください」と挨拶し議事
に入りました。
≪報告事項≫
1. 廣池幹堂理事長から｢敬老の日｣記念品が贈
られます。喜寿(７７歳)のお祝いは長寿杖で秋
田勝枝さん､岡川守夫さん､岡川千代子さんに、
古希(７０歳)のお祝いは遺墨で戌亥晴美さん､
中尾勝代さん､西村八常子さん､長谷川清弘さ
んに贈られます。代表世話人から事務所で手渡
すかお届けに行きます。
2. 教育者研究会が８月２日(日)かしはら万葉ホ
ールで開催され 98 名が参加しました。当事務
所から 11 名の参加がありました。ご協力あり
がとうございました。

3. 第１３回生涯学習セミナーについて
・講師スケジュールを作成し、至急講師接待係
他に連絡。
・駐車場の使用許可を市に依頼に行く。
・８月２９日(土)の地区委員会で参加者募集案
内をする。
・講師宿舎が未定。希望の方は、代表世話人ま
たは岡川実行委員長まで届けること。
・駐車場係には多勢の人数が必要。お手伝いで
きる確実な日時を担当係に連絡する。
・９月４日(金)２０:００からスタッフ全体会議
とする。１０日(木)責任者会議を行うので、
責任者よりスタッフ全員に連絡すること。
4. 満８０歳以上の会員の誕生日に、心が癒され
る物を吉田代表世話人が届ける。例えば赤飯ま

