
社叢百選フォトコンテスト締め切り間近！！

　東京や大阪のような大都会でも、日頃は気にか

けていなくても、よく探せば、また多少足を伸ば

せば神社はあるものです。そこに大小・豊貧はと

もかく、なんらかの緑を見かけるものです。また

調べたい社叢があれば、遠近を問いません。

　そこで、休みの日にカメラをもってそういう神

社にでかけて「これは！」とおもう場所から何枚

か「緑の写真」を撮ってみてください。そしてそ

のなかから気に入った写真を一枚選んで送ってく

ださい。もしどれがいいか迷ったときには、撮っ

た写真を全部送っていただいても結構です。まか

せていただければ、こちらでいろいろ取捨選択し

てみます。

　こうして会員の皆さんが写真を送っていただけ

れば、その結果を各地の研究会や総会などで全部

発表します。そうすると会員全員に全国の鎮守の

森の現況がつかめてきます。またいろいろな角度

からの鎮守の森のよさが見直されてきます。社叢

定点観測事業の跳躍台にもなります。これを毎年

くりかえしていけば社叢にかんする一大資料がえ

られます。社叢学会にとっても大きな財産になる

ことでしょう。

　また、これを「フォトコンテスト」としており

ますので、優秀賞(数点)・最優秀賞(1点)を決める

ことでいろいろ論議を呼ぶことでしょう。そうし

て議論をかさねることがこれからの社叢の保存の

方向を決めていくことにもなる、とおもわれます。

なお僅少ですが賞金も用意しております。

　社叢学会の会員全員がご応募くださることを期

待しております。

　応募要領は下記の通りです。

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(富士山本宮浅間大社)、本部(京

都) 2009年1月24日(ビル葆光)、関東支部、福岡県

支部及び平成21年度年次総会(いずれも未定）
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全ての会員の皆さまの応募を
　　お待ちしています！

お住いの近くに鎮守の森はありませんか？

社叢定点観測事業担当　副理事長　上　田　篤



第32回 関西定例研究会 報告
2008年10月4日

（於 : 亀岡市）亀 岡 市 社 叢 見 学 会
解　説：津軽　俊介(大本花明山植物園園長)

　関西では初めてとなる見学会は、上田正昭理事長の
お膝元、亀岡市の社叢を訪れた。訪問先は出雲大神宮
(千歳町出雲)、小幡神社(曽我部町穴太宮垣内)、大本
花明山植物園(荒塚町内丸)。
出雲大神宮(祭神：大国主命・三穂津姫命)
　社殿創建は709年(和銅2年)。現社殿は鎌倉末期の建
立で重要文化財だが、それ以前は神体山の御陰山を奉
斎し、古来より禁足の地となっている。2004年に社叢
学会亀岡支部が御陰山(神体山)で行った調査では、
『レッドデータブック近畿2001』に「絶滅危惧種C」
にランクされるコバノチョウセンエノキ(ニレ科)の自
生を発見した。このほか、野生種のイチイガシ(ブナ
科)など貴重な植物が数多く確認されている。
　この日は本殿裏の山道にある磐座や亀岡市では初め
て確認されたヤマトアオダモを見学。ヤマトアオダモ
は本来、深山幽谷や深山の尾根などに生育する植物で、
こうしたところで見られるのは極めて稀。また、参集
殿から駐車場に至る通路脇には、本来、中部地方以東
に生育し、『京都府レッドデータブック』(京都府、
2002年)で「絶滅危惧種」に指定されているヤブスゲ
が群生している。これは美しい花が咲くものでもなく、
葉の形や全体の姿が目立つものでもないため、盗採の
心配はあまりないが、清掃や除草などの奉仕団が雑草
と誤って除去してしまう可能性が懸念されている。
小幡神社(祭神：開化天皇・彦坐王(開化天皇皇子)・
小俣王(彦坐王の子)）
　上田理事長が宮司を務める小幡神社の社殿創建は
708年(和銅元年)。現在の社殿は1683年(天和３年)建
立で、京都府登録文化財となっている。円山応挙は小
幡神社をあつく崇敬し、父に命じられて描いた絵馬が
子の応端によって装飾され、奉納されている。応挙の
絵馬は全国に三幅しかないとといわれる貴重なもので、
この日は普段は公開していないこの神馬図が社務所に
飾られ、間近でゆっくり拝見することができた。社殿

はいずれも古寂びて端正なたたずまいを見せており、
境内には上田理事長が平成13年に宮中歌会始で召人と
して詠んだ「山川も草木も人も共生のいのちかがやけ
新しき世に」の歌碑が建っている。

大本花明山植物園
　日本古来の植物の種を保存するために大本本部三代
教主の発意で開園した植物園で、亀山城跡の北側の約
6,600㎡に、絶滅の心配のある万葉植物など、野草を
中心に約1,000種を植栽している。山桜の変種のコノ
ハナザクラなど珍しい植物も多い。大本本部でお茶を
一服いただいた後、園内へ。さまざまな樹木や野草が
自然のままに生い茂っているように植栽されており、
あたかも自然の社叢・里山を散策しているような気分
になる。津軽園長からは、このように放置しているか
のように見せるための管理が難しいとなどと、説明を
聞きながら、秋の風情を満喫した。

案　内：宮内　寛(社叢学会亀岡支部長）

アオダモ(下)とヤブスゲ(右)

小幡神社

津軽園長の説明を聞く(大本花明山植物園で)



第31回関西定例研究会 報告 2008年7月26日

（於:伏見稲荷大社儀式殿）

京都・東山における森林の取り扱いの提案           

講　   師：高梨　武彦(京都造形芸術大学教授）

ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ：石山　麻子(㈱環境計画大阪支社自然環境研究室長）

著しい森の変容　風致施業の観点から三山(東山･北山
･西山)の森林の取り扱いを説明する。歴史的文化遺産
と三山に成立する緑という自然資産、これが京都の二
大資産だろう。ところが自然資産である森林の林相に、
松枯れ被害と手入れ不足、アカマツ林から照葉樹林へ
も遷移という大きな変化が起きている。森林の変容は
東山の稲荷山から大文字山にかけてが特に著しく、最
近は、手入れ不足によって照葉樹林化が加速している
ということに一般市民も気づきはじめ、森林施業の必
要性を理解するようになり、市民と行政が一緒に考え、
実行していく協同作業が開始されている。しかし森林
整備状況には、下刈りによって見通しの確保はできて
いても上木を伐採していないので、林内の光環境の改
善には至っていないなどの問題点がある。原因として、
森林整備にあたる指導者の不在、一般人でも理解でき
る伐採木の選定や伐採量の決定ができる施業指標が見
当たらない(=提示されていない）、求める森林像が公
表されていない、の三点が指摘され、森林像がわかる
森林施業方針を明確に示す必要があるだろう。
　例えば、大文字山のすぐ南にあるヒノキ40年生人工
林は、無保育で幹が傾斜してしまっていたり、本来ま
っすぐ立つはずの針葉樹系統が様々な方向を向いてし
まっている。また林床が非常に暗く、常緑系の低木が
少し生育している程度で、表面侵食が発生している。
大文字山上部の杉の五十年生林群は以前、このような
状況では必ず風害にあうと警告し、必要な施業を現地
でレクチャーした所だが、98年に台風が襲い、甚大な
被害を受けた。さらに残念なことに、風害発生から十
年たっても現場は放置されたままで、土石流の発生が
心配される、非常に危険な状態といわざるを得ない。
東山の森林形成　現在の東山は、室戸台風(1934年:昭
和9年)で甚大な被害を受けた後、復旧造林が進み、森
林の成立をみたが、高度経済成長を境に森林保育がな
されなくなり、特に60年代後半からは松枯れ被害によ
って、照葉樹林化が加速したということがわかってい
る。また清水山周辺はヒノキの200～300年生の天然林
で、非常に優良な桧皮葺の材の生産を担う林だったが、
それがこの台風で一瞬にして壊滅状態に陥り、翌年、
大阪営林局長が自ら指揮をとって、京都の風致を維持
する、あるいは形成するために鋭意、植林･保育に励
んだということがわかっている。

　こうした努力の結果、特に東山については多くの森
林が復旧した。森本淳子氏(北海道大学農学研究院)作
成の相関植生図によると、1974年にはコナラ二次林が
多く存在し、東山、円山公園、清水寺、伏見稲荷には
アカマツ林の林相が多く成立していた。日本の森林の
人工林率は6割以上だが、京都ではヒノキ林・スギ林
といった人工林の植林の形成が15％ほどと非常に小さ
く、マツ、ヒノキ、スギに広葉樹、照葉樹林が混交し
た、森林のモザイク状態の生育が読み取ることができ
る。ところが20年後の95年にはアカマツ林の形成が全
く見られなくなっている。60年代から始まった松枯れ
が特にに80年代から急速に進み、コナラ林やスギ、ヒ
ノキの人工林に一部変換した結果、アカマツ林のもと
で細々と生きてきた照葉樹、カシ、シイの類が伸張し
たということがわかる。
　西山の松尾大社も室戸台風で大きく被害を受けたと
ころで、スギ、ヒノキを植林したようだが、やはり保
育がすすまず、清水寺同様、ヒノキ・コジイ混交林に
なっている。中にはいってみると、非常に植生の少な
い、多様性の低い植生が形成されてしまっている。
求められる森林像　では、東山にどのような森林が求
められてきたのであろうか。明治以降の文献では、①
農用林、薪炭林としての森林、②社寺･日本庭園の借
景、③風致林･風景林としての森林、④生物多様性が
維持される森林、⑤森林の多面的機能の発揮を期待す
る森林、という5つの姿に森林像を選択することがで
た。年代順に見ると、60年代以前が、主に①②、60年
代から2000年ごろには、③あるいは⑤が求められてい
る。94年の京都市の世界文化遺産登録を機に、林野庁
･京都市･京都府は三山を世界文化遺産貢献の森とした
が、森林風致の保全と桧皮葺などの資材を供給する重
要な森林であるという連携には至っていない。2007年
の京都市眺望景観創生条例の施行では、残念ながら三
山への眺望確保としての建築物の高さ規制などが殆ど
で、森林の保育といった項目は盛り込まれなかった。
　東山では松枯れに加え、2005年にナラ枯れの発生が
確認され、さらに近年はシカによる食害も多く発生し
ている。シカは特にアオキを好んで食べているが、修
学院離宮ではツツジ類、サツキ類をアオキとともに、
悉くシカが食べてしまって、非常に問題になっている。
　こうした中で人工林、二次林の取り扱いをどうする

次回予告【第20回中部定例研究会】

◆日 　 時 ：12月６日(土)13：00～16：00

◆場 　 所 ：富士山本宮浅間大社参集所(静岡県富士宮市宮町1-1 ℡0544-27-2002)

◆テ ー マ ：富士山信仰と世界遺産について

◆話題提供：中村徳彦(富士山本宮浅間大社宮司) 二又川直之(富士宮市世界遺産推進係長)

◆ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ：未定



のかが大きな問題になっているが、国と府・市のそれ
ぞれの部署が連携した森林風致計画は計画されるに至
っておらず、今後、森林の計画的、適正な保育が求め
られるということを主張したい。
市民が求める森林像　こうした状況で、京都市民・観
光客は森林をどう捉えているのか、意識調査を嵐山と
東山で行った。森林に目が留まるか？　については、
それぞれ8～9割が森林に目を向けているが、樹種名が
わかるのは嵐山で24％、東山は11％。嵐山でやや高い
のは、ヤマザクラ、ヤマモミジ等のわかりやすい樹種
が主体になっているためと思われる。また、シイ･コ
ジイの増加については、樹種がわからないということ
で1割ぐらいしか気づいていない。さらに、三山を含
めてアカマツ林であったことに気づいているか？　は、
嵐山で20％、東山29％という低い率だった。主な樹種
については、30年ほど前の四手井綱英・現京都大学名
誉教授による調査で、樹種がわかると答えたのは1、2
割ぐらいしかないという結果が出ていたが、今もその
数字は殆ど変わっていない。環境問題・森林に対する
意識が高まり、環境についての知識が増えていると考
えていたが、結果は全くそうではなかった。
　さらに、望んでいる林相、あるいはどういった林相
が京都には似合うと思うかを聞いたところ、東山では
カエデ類、サクラ類が混生する森林を4割近くが求め
ている。嵐山では現在の落葉広葉樹林を64％が支持す
る。このほかに望まれる林相は、常緑広葉樹林が15％、
アカマツ林は9％で、現在の林相を受容してしまう傾
向があり、樹種のわからない照葉樹林でもかまわない
という意見が高くなる傾向を読み取ることができる。
さらに、モザイク状の林相についても肯定的であるこ
とがわかった。清水寺周辺には、スギ･ヒノキの中に
コナラ類、カエデ類が多く植えられ、人工的に作られ
たものではあるが、モザイク状林相が形成されており、
理想の姿に近いと思われている。秋になると、紅葉景
をとる、四季の変化が感じ取られるような森林を人々
は求めているのではないか。
風致評価指数の設定　森林の風致評価基準について調
査したところ、明るさ、見通しが非常に重要な要件と
して抽出された。見通しや明るさを示す林況の構成因
子は、枝下高･林床植生高･胸高直径･本数なのだから、
この因子を使った森林風致の施業指標を検討し、枝下
空間量と胸高直径指数を考案し、それが風致評価をど
れほど表しているのかを調査したところ、この指数を
設定することによって、各林群における風致の向上を
直接指示することができるということがわかった。
　大文字周辺は、京都府が景観保全林ということで松
枯れの被害木やシイの間伐を始めたが、伐採状況とそ
の後の林群の実生の更新状況を見ると、残念ながらほ
とんどまだ実生はなく、落葉相の流出や表面侵食が発
生している。実生の発芽を促すためには、現在14％に
誘導されている相対照度を20％以上にしなければ中途
半端な形で終わってしまう。ここでも指摘できるのは、
森林の更新を正しく指導できる技術者がいないという

ことだ。
物見遊山の山　それでは昔の東山の状況はどうだった
のだろうか。江戸時代の「都林生名所姿」を見ると、
アカマツ林の中で、マツタケをとって食べるなど、物
見遊山をしながら山の中で楽しんでいる状況が描かれ
ている。北山の仁和寺の境内でもアカマツ林の下にミ
ツバツツジが形成されており、人々が茣蓙を敷いて楽
しんでいる。京都の文化を育んできたひとつの森林の
形態がアカマツ林であり、それを一部分だけでも再生
していく意義は見出されるのではないだろうか。現在、
大文字山の周辺は大文字保存会の保存林になっており、
ここでアカマツ再生の事業の技術的指導にあたってい
るが、７～８年前に事業を実施したところでは１年生
から3、4年生の稚樹も多く発生しており、正しい施業、
あるいは具体的な取り扱いの指標を示しさえすればア
カマツ林に誘導するのは可能であろう。
　伏見稲荷でも、断面図(京都市環境局、1951年)によ
ると、鳥居周辺はアカマツの疎林に覆われ、明るい林
群だったということがわかる。また北側にはコナラ二
次林が形成されているが、間伐が進んでいない。こち
らも間伐を進めることによって、失われたツツジ類の
林群を再生することは可能だと考えている。
　こうした施業のモデルとして、大文字山周辺の林相
調査をし、そこに基づいて求める森林像と施業指標を
反映した風致施業モデル「東山森林風致計画の展開に
向けて」を提案した。風致施業とはいえ普通の森林施
業と基本的には作業種は変わらないし、1haあたり100
万～150万円くらいはかかるのだから、施業地域を選
定する理由はきちんと示さなければならない。それな
らば、よく見られ、よく利用される効果的な場所で実
行し、東山の森林植生の基本であるモザイク状の林相
配置を前提に、単一の樹種で覆われる林相ではなく、
混交林に誘導することが望ましいだろう。
森づくりのこれから　今回は風景・森林風景という見
方から取りまとめをしたが、森林の多様性、多機能な
森林というような観点からすると、一側面からしか見
ていないのも事実だ。市民が求める見通しがきく明る
い森は、動物の棲息の場として考えたときどうなのか、
この地域の自然の極相林（＝シイ林）でよいという議
論にどう答えるのかということも考えねばならない。
モザイク状の林だったということは、様々な人々が、
様々な使い方をした結果だと思われる。生物の多様性
を反映した森林の形成と共に、一部にはマツタケがと
れるアカマツ林やよい水が湧く森などということも考
えてよいのではないか。東山はモザイク状の多くの林
相が見られる山だったのだから、そちらにもう少し誘
導することによって生物の多様性など、風景以外の、
森林の多機能な面が抽出できるのではないか。
　京都市観光局が出している印刷物にアカマツ林越し
に月が昇る風景があるが、そういう森林風景が京都に
は合うのではないか。東山を借景としているような場
所では、こういう風景が見られるということが、京都
の大事な観光資産ではないかと思っている。

第4回社叢インストラクター養成セミナー　Ⅱ期　カリキュラム決まる

日時：11月22日(土)～24日(月･休)
場所：賀茂御祖神社・奈良県護国神社･春日大社
内容：糺の森のムクノキ林について
　　　植栽後65年経過した鎮守の森の植生構造
　　　春日山のナギ林について　等

　表記セミナープログラムは以下の通り
です。受講対象はⅠ期修了者ですが、過
去の受講者には1日だけでもご参加いただ
けます。詳細は事務局にお尋ね下さい。



　８月22日(金)に、打合せと会場下見に穂高神社を
訪問した。帰途に立ち寄った近くの蕎麦屋で、北京
五輪の星野ジャパンがメダルを逃した瞬間を見るこ
とになった。そして、全国民が注視する試合の最中
に打合せを行った不明を恥じつつ、帰名した。
　13号台風一過、20年に一度の大遷宮祭を控えて、
拝殿建替えのために神楽殿が臨時拝殿となった。清
楚な巫女の舞・正式参拝の後、権宮司の穂高さんの
案内で、安曇野の道祖神の資料や長野県と安曇野市
の無形民俗文化財「穂高人形飾り物」の場面を展示
した御船(おふね)会館を見学した。境内を含めた神
域四方が注連縄で取り囲まれ、一週間後に開催され
る「穂高人形まつり」の準備が粛々と進む中で、社
務所隣の参集殿で氏子会の方々も含めた20名の参加
者がお話を拝聴した。
綿津見・海人(あま)津見・安曇
　北アルプス総鎮守「穂高神社」は、天照大神の弟
の綿津見神(わたつみのかみ)、その子の穂高見神
(ほたかみのかみ)、及び天照大神の孫のニニギ命の
３神を3棟の社で祀る一連同床の社で、祭神名と神
社名が同じという珍しい神社である。
　神楽殿の右手には、阿曇氏の英雄「安曇比羅夫
命」を祀る若宮社があり、明治2年(1869)に松本藩
が最後に建立した社である。渥美(愛知)・安曇(滋
賀)・熱海(静岡)等の地名は異字同意で、福岡市志
賀島を拠点に古代の海人を統括した安曇氏に基づく
もので、海産物「イゴ」を食べる食文化は、博多の
「オキウト」と酷似している。
　来年(平21)、20年に一度、本殿１棟を造り替える
大遷宮祭がある。かつては7年に一度行われていた
が、松本藩の困窮もあり寛文9年(1669)から20年に

一度となり、その間、7年目・13年目に本殿を修
理・清浄する小遷宮を行う。大遷宮祭の最初の行事
は、100日前に周囲4Km四方に榊を立てて神域を清め
る祭事で、昔はその中で不幸が生じると密葬にして
いた。神官は厳しい潔斎を行って行事に臨む。仮殿
遷座祭では、2月の寅の日の空気が最も清らかな寅
の刻(3am)に2時間程度かけて、絹垣・絹傘でご神体
を囲んで、筵の上に白布を敷いた上をお移しし、夜
明け前に終了する。
屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト
　屋敷林は、散居村で有名な富山県の砺波平野では、
風雨から家屋を守る・外からの目隠し・ 焚き木の
調達・冬暖かく夏涼しい生活・家の建替え等の用材
確保、等の理由があり、杉を中心にケヤキ・竹・松
などを配し、実のなる栗・柿・イチョウなどが植え
られている。
　安曇野では、檜・杉・高野槙など(常緑)、欅・
榎・銀杏など(落葉)、梅・柿・桜・ナナカマドなど
(中木)、イチイ・マサキなど(生垣)、アジサイ・サ
ツキなど(低木)、その他地被植物など構成種が多い
のが特徴で、雄大な北アルプスを背景に白壁の土蔵
を囲む、地域特有の景観を形成している。
　平成5年に景観サポーター制度が始まり、平成15
年に屋敷林グループが活動を始めた。平成17年10月
の大合併で発足した安曇野市のシンボルとして、安
曇平を中心に50～60ヶ所の屋敷林を調査し、「あず
みのブランド」として冊子の作成・登録制度の創設
を目指している。　　　　　　　文責：岡村　穣
 
 
 

第19回 中部定例研究会 報告 2008年9月20日

穂高神社の社叢について
話題提供　小平 弘起 氏（穂高神社宮司）
　　　　　場々 洋介 氏（屋敷林と歴史的まちなみﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾘｰﾀﾞｰ）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ    岡村 穣（社叢学会理事・名古屋市立大学教授）

（於：穂高神社参集殿）



〒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。

今年度の会費をまだ頂戴していない皆さまには
振替用紙を同封いたしました。社叢学会は会費
で運営しております。ご理解とご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
　すでにお支払い頂いているにもかかわらず振
替用紙が入っていました時は、大変お手数です
が、事務局までご一報くださいますようお願い
いたします。なお、12月末日までに入金の確認
ができない場合は、以後、｢鎮守の森だより｣等
をお送りできなくなりますので、悪しからずご
了承下さい。ご退会をご希望の節は、お手数で
すが、会員番号とお名前をご記載の上、Fax･
Mailでその旨、お知らせ下さい
　また、三菱東京UFJ銀行に口座をお持ちの向
きは、銀行振込みをご利用下さい。振込み先は、
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。振込手数料負担軽減のために、よろしく
お願いいたします。

ご住所・E-Mailアドレスを変更されました時は、
必ず事務局までお知らせくださいますようお願
いいたします。

原稿募集！　締め切り間近！！

次回予告【第33回関西定例研究会】

◆日 　 時 ：2008年11月29日(土)　13:30～15:30

◆場 　 所 ：伏見稲荷大社儀式殿（京都市伏見区藪之内町68　℡075-641-7331）

◆テ ー マ ：『源氏物語』における社叢

◆話題提供：片岡　智子（社叢学会理事・ノートルダム清心女子大学教授）

◆ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ：田中　充子（京都精華大学教授）

　もう11月…。朝晩はめっきり涼しく、虫の声
もいとあはれ。源氏物語年の最後を飾って、社
叢学会でも源氏物語が登場！　片岡理事のお話
が楽しみデス。でもさ、源氏物語の男ってさ、
なんかうじうじしててさ、どっちゃねん！　と
お尻のひとつも蹴っ飛ばしたくなるような。そ
のくせ、あの女はどうだとか、こうだとか。許
せん！　てなことを言うと、“いと猛々し”と
か言われるんだろうなぁ。ほ～っといて！
　それにしても社叢学会ってトコロ、ヒトの休
みを平気で奪ってくれるよなぁ。。。敬老の日
周辺の連休に社叢ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｾﾐﾅｰでしょ、体
育の日前の土曜日には活動報告しなきゃいけな
かったし、文化の日の前日には亀岡支部の総会
に出なきゃいけないし、勤労感謝の日周辺の連
休はまたまた社叢ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｾﾐﾅｰだし。こ
らぁ！　どーしてくれる！　休日出勤手当てな
んてないし。代休は取り放題(！？)だけど、そ
んなことしたら自分の首を絞めるようなもんだ
し！　嗚呼、格調高く源氏物語で始まった今回
も、やっぱり泣きで終わるのかぁ。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　(藤岡　郁)
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