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東日本大震災被災社叢調査報告とシンポジウム

締め切り間近！

急ぎ、お申込下さい！

11/16に学士会館(東京都千代田区)で
前号でお知らせしたドナルド･キーン当学会名
誉顧問と上田正昭理事長が顔をそろえる講演会・
シンポジウムの開催日が迫ってきた。この2人の
顔合わせもさることながら、8月に社叢学会が派
遣した被災社叢調査団の報告は、社叢復興の意味
と意義を認識させるもので、改めて社叢の重要性
を指摘するものとなろう。
また、広井良典･千葉大学教授は公共政策にお
ける社叢の重要性を指摘してきた気鋭の論客。宮

城県震災復興会議委員も務めている。現代社会に
おける社叢の在り方を議論するまたとない機会だ。
なお、前号でお知らせいたしましたスケジュー
ルを変更しています。ご確認ください。
開 催 日：11月16日(水) 午後1時～同5時
会
場：学士会館(千代田区神田錦町3-28)
参 加 費：会員千円 非会員千5百円(資料費)
参加申込：Mail･Fax･郵便で氏名及び当日連絡先
を社叢学会事務局へ

13:00～13:05

開催挨拶：上田正昭(社叢学会理事長･京都大学名誉教授)

13:05～14:05

講演:危機の後の文化

14:05～14:20

対談:文化復興が地域再生のカギを握る

14:20～15:20

講演:鎮守の森と日本文化:上田正昭理事長

16:15～17:00

パネルディスカッション(被災社叢調査報告を交えて)
社叢が紡ぐ地域の絆 ～いのちと心を守る鎮守の森
パネリスト：森本幸裕(社叢学会理事・京都大学大学院教授)、糸谷正俊(社叢学会理
事･(社)日本公園緑地協会大阪分室調査役)、広井良典(千葉大学教授)
コーディネータ：薗田 稔(社叢学会副理事長･京都大学名誉教授)

ドナルド･キーン(社叢学会名誉顧問･コロンビア大学名誉教授)

「「生きた森」をつくるということ」をテーマに一宮研究会
11月25日(金)に京都事務局で
「社叢の場所」「全国一宮での社叢におけるカミサマの三層構造」というテーマで調査研究をすすめて
きた一宮研究会は、「生きた森をつくる」という新しい研究テーマに取り組むことになった。次回の研
究会は下記の通り。参加希望者はMail･Faxで事務局に。
日時：研究会＝11月25日(金)13:30～17:30 社叢学会本部事務局（中京区雁金町373みよいビル303号)
見学会＝26日(土)9:00～12:00 下鴨神社(予定）
テーマ：社叢におけるカミサマの三層構造(会員による研究発表)
「生きた森」の研究について（説明）上田篤 等

第45回関西定例研究会

報告

2011年７月16日
(於:ビル葆光・大道)

東日本大震災被災地の社叢の現状と復興について
話題提供

攪乱がもたらす多様性と繁栄 地震や大災害は生態
的な観点に立つと攪乱と考えられる。地史上の5回の
大絶滅は、その後の地球に過去以上の多様性と繁栄
をもたらし、そのおかげで、今の地球があると言え
る。地震などの地質的変化は生物の生息場所に多様
性をもたらし、結果として種の多様性が生まれる。
地滑りや大量の火山灰を降らせる火山噴火はマイ
ナスのイメージしかないが、地滑りについては、未
熟な土が露出することであり、肥沃な耕作地がもた
らされる。優良な棚田は地滑り地帯にあり、日本一
と言われる魚沼産コシヒカリも、こうした地区で生
産される。明治10年からの5年間は、この地域の人口
が日本で最も多かったことも、この地域が非常に豊
かであったことを裏付ける。また、洪水で流れてき
た土や火山灰は生産力が高い。
攪乱は次の世代への活力で、長い目で見るとマイ
ナスではない。インド洋大津波の後も、魚の増加が
認められ、気仙沼のカキ業者も｢時々50㎝くらいの津
波が来てほしい｣などと言う。三陸沖が世界の三大漁
場の一画を占めるのも、ここが沈降海岸で、過去に
何回も攪乱を経験しているからに他ならない。
日本付近には4枚のプレート(北米・ユーラシア・
太平洋・フィリピン海)があるが、これほど集まって
いる地域はほかになく、世界で最も活発な地域だと
言える。地質学的に、欧州や米国東海岸は非常に古
く、安定していると考えられるが、日本はモザイク
状に隆起を繰り返しているのであり、土地利用など
については、欧米とは違った考え方が必要だ。
自然災害を起らないようにすることはナンセンス
であり、短期的には被害をいかにやり過ごすかが重
要だが、長期的視野に立つと、災害をうまく利用す
ることによって文化が生まれると言えるのではない
か。松島は多くの島がバッファになったようで、部
分的にはダメージを受けているが、被害は軽微にす
んだようだ。名勝や景勝地は、長期間にわたって自
然災害を耐え忍んで今の景観を維持しているのであ
り、災害が作った美観とも言え、恵みと災いを象徴
しているように思われる。
想定されていた災害 南三陸町リアス式海岸の低地
部は壊滅的な被害を受けているが、国土交通省が道
路に危険地域を掲示しているなど、被害を想定して
いるし、様々なところに｢ここから下には家をつくる
な｣と記した石碑などが建っていたり、高いところに
住むことを代々言い伝えてきたりするなど、低地に
住む危険性は認識されていたと考えられる。実際
に、これらの碑を超えては津波も波及しなかったよ

森本幸裕(社叢学会理事・京都大学教授）

うだ。社叢も結構残っており、よく目に付いたが、
それも神社がほとんど微高地にあるからである。こ
うして残った緑は被災地で精神的な支えとなってお
り、復興のシンボルともなっている。過去からの警
告を忘れないためにも、また今回の災害からの復興
を記念するためにも、社叢の復興を考えなければな
らないし、被災地の土地利用を考える際にも、長期
的視野に立つことが重要である。
砂浜海岸部では大幅な地盤沈下が認められ、農地
も甚大な被害を受けたが、その一方で、干潟では復
元の息吹が感じられた。干潟は本来的に生産力が高
く、被災してしても元に戻る力がある。こうした干
潟に隣接した社叢は干潟と栄養塩的につながりがあ
り、残っている所が多いので、これを定量的に調査
していきたいと思っている。
防災から減災へ 被災地では常緑樹が多く残ってお
り、地震や津波で倒されていても生きていることが
多く、復活すると思われる。被災地の灰色の風景の
中で、残っている常緑樹は非常に印象的な風景だっ
た。一方、防潮林として砂浜に植えられた主にマツ
が無残になぎ倒されていることにも驚かされた。ほ
とんどが根こそぎ倒れて地中の根の状況を見せてい
るのだが、直根がないことに気がつく。これは地下
水の影響なのだろうか、非常に倒れやすいと言わざ
るを得ない。こういう根の状況では海岸に防潮林を
つくって被害を避けるのは無理ではないか。同様に
自然資源を顧慮しない防潮堤などの人工構造物でも
災害を完璧に防ぐことは不可能だ。
また、避難所にいる人の話からも、電気やガス、
水道が途絶える中で、薪ストーブ、かまど、湧水が
人命を支えていることを実感した。選択と集中はな
るほど効率的かもしれないが、多様性と冗長性を保
つことが、リスク管理につながることを肝に銘じて
おくべきだ。
(文責=事務局)
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2011年9月24･25日
（於：諏訪大社）

「諏訪大社(二社四宮)の祭りと社叢」講演と見学会
話題提供

平林

成元（諏訪大社宮司）

ほぐすことができた。また、枝打ちで瘤だらけのモ
御柱祭のＤＶＤ映像 諏訪大社下社秋宮参集殿で、
昨年斎行された7年に1度の御柱祭のDVD映像を鑑賞後、ミ御柱に触れ、「木落としの場」に立つと、青森・
三内丸山や石川・チカモリ遺跡等の縄文以来の巨
平林成元宮司から、諏訪大社の祭り形態の変容と歴
樹・御柱信仰の近似性を彷彿とさせてくれた。
史について、以下の解説をいただいた。①派手さ・
農耕神事と狩猟神事 諏訪大社神事は、その年の農
異様は昔の絵図・写真にはなく大正時代頃から近年
作物の豊凶・世の中の吉凶を占う筒粥神事(1月の春
のようだ。しかし、祭りの形態は氏子のニーズによ
宮)、毎年の遷座祭(2月に秋宮から春宮へ、8月に春
り変化すると考える ②御柱祭では氏子地域は“政
宮から秋宮へ＝お舟祭＝下社例大祭)、御頭祭(4月の
祭一致”、小中学校も企業も“休校・休業”でまさ
前宮＝上社例大祭)等に代表されるように、下社が農
に“祭りきちがい”状態となる ③御柱祭は二社四
耕神事、上社が狩猟神事とされ、下社が女祭り、上
宮のみの神事ではなく、諏訪周辺の系統百数社が大
社が男祭りとも言われている。
小問わず小宮の御柱祭を行っている。
御神木・御神体山 奈良の三輪山を御神体とする大
御柱祭は正式名「式年造営御柱大祭」。上社は本
神神社と同様に、諏訪大社も本殿はなく、左右に配
来八ヶ岳山麓の御小屋山(現在は蓼科国有林など)か
置する幣拝殿と片拝殿で、諏訪造りの独持の建造様
ら、下社は下諏訪町の東俣国有林から山だしするこ
とを通例としてきた。最古は延暦十七年(798)の記録 式。御神木は秋宮がイチイ、春宮がスギの巨樹で、
いずれも、幣拝殿うしろに屹立している。本宮は鎮
がある。坂上田村麻呂から鎌倉・室町・江戸幕府の
座する守屋山を御神体山とし、前宮のみが二祭神を
「武人の神」、民の農耕・狩猟・風・水等の神とし
祀る本殿を有している。しかし、前宮の所在地は大
て、全国に約一万社が分社されている。
祝(おおほうり)館跡地など諏訪大社の発祥の地で、
諏訪大社は、今回の視察順に説明すると、諏訪湖
鎮座地は古墳に祀られるとも言われ、現在地名も
北の大社下社秋宮(下諏訪町)・春宮(同町)、湖南東
「神原(ごうばら)」。玉垣の中の鎮座、伝承のフジ
の大社上社本宮(諏訪市)・前宮(茅野市)の二社四宮
の巨古樹に接すると、独特の雰囲気があり「かみや
から成る。祭神は、古事記による「出雲の国譲り」
しろ」を体感。我が国最古社のひとつであることを
で諏訪に籠ることになり、土着の大神・守屋(矢)族
を従えた主神・建御名方神(たけみなかたのかみ・大 も実感させてくれた。
本宮が鎮座する守屋山の一角(約11㌶)は昭和39年
国主大神の御子)と妃神・八坂刀売神(やさかとめの
に県から、クリ、カエデ類など160余種、ヤマブキソ
かみ)二柱で、下社では加えて兄神・八重事代主神(
やえことしろぬしのかみ)を祀る。平安初期から、上 ウなど草木420種の保存により天然記念物に指定され
たが、一方で平成10年の御柱祭の頃から御神木伐採
諏訪・下諏訪神社と言われるように別々の神社とし
や台風害等で御柱切り出し地の蓼科・八ヶ岳山中に、
て崇拝される一方、時には拮抗した。25日午前には
御柱にふさわしいモミの巨木が少なくなっており、
現在遺跡となっている霧ヶ峰八島湿原祭祀跡、下流
の鎌倉時代に流鏑馬などで競った「旧御射山(みさや 現在、下社では氏子集団の「御柱用材をはぐくむ
会」等が霧ヶ峰八島南麓の登山口で、獣害防護柵も
ま)社」も見学した。
「神事」と「祭り」 報告者は常々、勇壮とは言え、 設けてモミの植樹・育成管理も行っている。
御礼 文末になったが、下社では平林成元宮司とと
木落とし、建御柱等の「依り代・御柱」に大勢の氏
もに葛巻吉弘権禰宜(2日目午前に霧ヶ峰・御射山祭
子が乗っかったり、進軍ラッパのような「囃子」等
遺跡等も案内)、25日午後の上社では二宮ともに下谷
が行われるのに対し、「神事」と「祭り」の「乖
幸慶権禰宜に案内いただいた。
離」現象の大きさに、ある種の違和感を持っていた
（文責・芦田一夫）
が、今回の平林宮司の説明によって違和感の一端を

次回予告【第48回関東定例研究会】
◆日
◆場

時：12月17日(土) 14：00～16：00
所：國學院大学・渋谷キャンパス120周年記念1号館3階1304教室
（東京都渋谷区東4-10-28）
◆テ ー マ ：諏訪の風土と祭 ―見学会を踏まえて―
◆話題提供：島 田
潔 （國學院大學非常勤講師）
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(於：國學院大學渋谷キャンパス）

東日本大震災による神社被災の状況とその対策
講師：小澤 淑寿（神社本廰参事･総務部付東日本大震災対策室長)

東日本大震災とは、本震と誘発地震を総称し
た呼び名である。３月11日14時46分に宮城沖で
発生した本震はM9.0を記録し、日本の観測史上
最大の激甚災害に指定された。1900～2009年の
気象庁のデータによると、世界で起きたM６以上
の地震の約20％が日本で発生しているとされる
が、この度の地震は世界でも1900年以降４番目
の大規模なものであった。誘発地震は本震の翌
日3時59分に長野県北部でM6.6、15日22時31分に
静岡県東部でM6.4を観測した。
神社の被災状況 以前の震災とは異なり、太平
洋沖を襲った大津波や福島原発の放射能漏れ、
更には福島原発の事故による風評被害が日本全
国はおろか世界にも波及しているなか、神社本
庁は３月末と６月に岩手県、４月に宮城県、の
ちに福島県の避難区域の神社を調査し、対応策
を練った。
神社本庁の調査によると、本震災の神社被災
数は4,585社(原発周辺の神社243社を除く)に上
り、被害内訳は、本殿・拝殿の全壊や半壊309社
(同上)、上記以外の社務所等の損壊1,827社、そ
の他鳥居などの工作物の損壊2,449社と甚大な被
害がデータから伺える。神職の死亡者も7名、行
方不明者が福島県において１名。更に強調すべ
きは、放射性物質により福島原発周辺に鎮座す
る243社全ての調査ができておらず、今回の報告
では一部のみ取り上げている点である。震災
後、本庁は速やかに予定されていた会議・行事
の類を中止もしくは延期し、震災対応に全力を
注ぐ体制を作った。
神社の被災状況5事例 ①今泉天満宮(陸前高田
市気仙沼町)：社殿の前に樹齢800年のスギの御
神木があったが、震災後は御神木を除き、社殿
は土台を残すのみで社務所･参道は跡形もない状
態であった。津波は川沿いに約10km遡ったが、
塩害に遭いながらも根を地にしっかりと下ろし
ていた御神木を復興のシンボルとしようと宮司
が奔走している。 ②諏訪神社(今泉天満宮の脇
に鎮座)：宮司が亡くなり、社殿も壊滅的被害に
遭ったが、神社の棟札は茨城県の鹿島神宮の浜
に流れ着いたという。鹿島に鎮座した御祭神･武
御雷神との争いに敗れ、諏訪の地に封じ込めら
れたという縁で結ばれた諏訪神・武御名方神の
伝承から由縁あって流れ着いたという奇跡の物
語があった。 ③小槌神社(岩手県大槌町)：海
岸部の河口付近に鎮座しており、社殿前の階段
の辺りまで津波が押し寄せたが、社殿には及ば

ず、氏子らが周囲の火事から守った。 ④伊去
波夜和気命神社(宮城県石巻市)：氏子らは昔か
ら「もし津波があったらこの神社に逃げろ」と
言われており、実際にこの社に逃げてきた人々
は無事であった。 ⑤稲荷神社(福島県大熊町：
福島第一原発より約５km地点)：見た目の損傷は
少ないものの地面の放射能測定器の数値はすぐ
に30ミリシーベルトを超え、その土から伸び放
題の草が社を覆い隠すようであった。
神社本庁の支援策 このように神社や神社の存
立基盤である氏子区域は広範囲の壊滅的被害を
蒙った。本庁は本震当日の夕刻に「神社本庁災
害対策本部」を設置し、本部長に小串和夫･神社
本庁副総長を任じ、本庁部長職･関係部員、関係
者を招聘、のちに地方からもこれに参加し、本
庁の行うべき支援等を話し合った。
内容は被害状況の把握、今後の対応の協議、
神社義捐金の募集、既存規程の特別措置や新た
な規程の設置で、神社義捐金募集は３月14日に
開始、当初の５月末日までを８月末日まで期間
を延長し、７月20日時点で11億4,100万円が集ま
り、9月中旬までに各被災神社に振り分けた。
その他、神道青年全国協議会への協力要請や
救援物資の取りまとめ並びに搬出、被災地への
職員派遣、災害慰籍規程の３ヶ月を１年に申告
延長し、被災建物の復旧復興に限り承認手数料
を免除した。また神宮宮域林間伐材を社殿復興
に生かし、その搬送費･加工費を負担した。更に
神社復興支援基金の創設、神職師弟への学費支
援、神社祭祀の伝統を継承するため「神社と氏
子・住民との密着を図る諸種の方途」を実施
し、保存会継続などに尽力した。さらに鎮守の
森植樹祭で地域の防災林としての役割を再確認
する機会を設け、神社を避難所として開放し、
子供を対象に他県との夏の交流会を催した。
風評被害については、例えばこんにゃく繋が
りで縁のある墨田区三輪里稲荷神社にて茨城県
太子町がこんにゃくや野菜を即売するなど、神
社で青空市場を開催した。
その後も慰霊祭や震災を受けた伝統文化セミ
ナー、仮設住宅への神宮大麻・小型神棚の無料
配布を行った。今日においても長期的視野に立
ち、神社と氏子区域を立て直す作業が残ってお
り、特に福島原発周辺の神社の被害状況におい
ては不明な点が多いため今後も調査の続行が不
可欠であろう。
（文責・三代 綾）

第32回中部定例研究会

2011年９月14日
(於:三嶋神社)

報告

三嶋大社の祭典及び社叢について
話題提供

当日午後2時の三島は32℃・晴れ。残念ながら富
士山は顔を見せてくれない。参加者12名は大川主
任(権禰宜)に案内されて先ず正門・大鳥居へ。大
鳥居の前を東西に走るのは県道22号だが、江戸時
代なら三島宿で賑わう東海道。安藤広重と司馬江
漢が描く東海道五十三次(三島)は、図柄は同じだ
が趣はかなり違う。
源頼朝が崇敬した三嶋大社
参加者は大川権禰宜から神域での足の運び方や
手水舎での身の清め方の手ほどきを受け、正式参
拝に本殿へ向かう。主祭神は大山祗命(オオヤマツ
ミノミコト)と事代主命(コトシロヌシノミコト)
で、二柱をまとめて三嶋大明神という。伊豆国一
宮・総社であり、旧社格は官幣大社。
永暦元年(1160)、伊豆に流された源頼朝は源氏
再興の願いを込めて、100日間毎暁社参し、戦勝を
祈請。治承4年(1180)8月17日、三嶋大社例祭の夜
に、山本判官平兼隆を討ち、旗揚げに成功した。
以来武門武将の尊崇はより篤くなった。
幕末の偉人、矢田部式部盛治の銅像
嘉永7年(1854)11月4日朝、駿河湾沖を震源とす
る安政東海地震(M=8.4)で本殿以下三十有余の建物
工作物はことごとく倒壊した(なお、この巨大地震
の32時間後に安政南海地震(M=8.4)、更に2日後に
豊予海峡でM7.4の地震が発生。また翌年には安政
江戸地震(M=6.9)が起きている)。この時、第66代
神主 矢田部式部盛治 は巨大地震被災者の救済に
奔走するとともに神殿の復旧に着手、あらゆる苦
難を克服し、10年の歳月をかけて壮大な社殿群を
復旧完成させた。本殿・幣殿・拝殿は総欅素木造
りで拝殿の向拝には「天の岩戸開きの図」などの
彫刻が施されている。
一方、氏は水路の掘削や新田の開発を行い、幕
末の戊辰戦争では伊豆伊吹隊を結成して官軍の護
衛先導役を勤めた。市民は氏の偉業を顕彰せんと
昭和29年、境内に澤田政廣の作になる銅像を建立
した。
例祭と三島夏まつり
年間恒例の祭典は120回を数えるが、最も重儀な
大祭式は8月16日(古くは旧葉月中の酉の日に行わ
れた)の例祭で、正装に威儀を正した宮司以下崇敬

大川

公

(三嶋大社客殿担当主任)

者参列のもと厳粛に斎行される。境内では手筒花
火神事・流鏑馬神事等があり、市内は勇壮な三島
囃と旧東海道を埋め尽くす露店に繰り出す30万人
で三島は祭り一色となる。
三嶋大社の社叢と植物
5万㎡の境内には老大木も多く、昭和59年に静岡
県ふるさと自然百選の森に選ばれた。ケヤキ、ム
クノキ、クスノキ、カヤが多い。神鹿園近くには
ナギもある。神池周りと参道沿いの三島桜、寒緋
桜、染井吉野、大島桜、江戸彼岸など15種200本の
桜はその日、紅葉の兆しを見せていた。国立遺伝
学研究所の竹中要先生が作られた“十月桜”とい
う珍しい種も。神池畔には樹齢千余年を経る楠の
老大木もある。
神門を入ったすぐ右で、参拝者の多くが足を止
めている。国天然記念物で樹齢1,200年、樹高10m
の金木犀(種名は薄黄木犀)。今年は早々と8月下旬
に1回目の満開を終えた。が、残暑のせいか2回目
の花は遅れているようだ。
その他
北条政子が奉納した“国宝・梅蒔絵手箱”、織
田信長も愛用した三嶋暦、一遍聖絵、宗祇の古今
伝授、芭蕉の句碑など盛り沢山な研究会だった。
参加者の一人から「施肥管理など一工夫すれば、
境内の樹勢は一段と伸びる…」という意見も聞か
れた。
（文責：平田秀彦）

ぜひ、ご発表ください。
また、見学会の行き先なども現在検討中です。
ご希望、ご提案など、ぜひお知らせください。

今年度の会費未納の方には振替用紙を同封いた
しました。今年は、東日本大震災や台風災害な
ど、何かと多端な折とは存じますが、社叢学会
は会費で運営しております。ご理解とご協力を
お願い申し上げます。なお、12月末日までに入
金の確認ができない場合は、｢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。ご退会をご希望の場合は、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。
銀行振込もご利用いただけます。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。
下記の通り、来年度の年次総会・研究大会での
発表を募集しています。いよいよ10周年を迎え
る社叢学会の新たな活動に結び付くような先進
的な研究はもちろんのこと、身近な活動なども、

キーン名誉顧問89歳！ 上田理事長84歳！ う
おっ！ あわせて193歳の顔合わせかい。もうね、
ワタシなんか鼻たれ小僧。。。日ごろの態度のデ
カサを少々反省。
３年間３千万円の助成金に見事落選！ 路頭に
迷う日も近いと思っていたら、緊急の特別助成の
話が。大急ぎで申請書を作らなきゃ。と、某理事
が主要部分を書いて下さる(アタリ前ナンダケド
ネ、理事ナンダカラ)。引き続き別の助成金申請
書も同じ理事が。けっこう、けっこう。がんばっ
てくだされ。なにぃ！ 成功報酬をよこせだとぉ！
思わず逆上。あちゃ、その前にはS副理事長にも
八つ当たりしちゃったしなぁ。反省するから自宅
謹慎させてくれないかなぁ。
(藤岡 郁）

次回予告【第47回関西定例研究会】
◆日 時：2011年11月26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）
◆テーマ：社叢の土壌動物
◆講 師：渡辺弘之（社叢学会理事・京都大学名誉教授）
◆ｺﾒﾝﾃｰﾀ：伊藤和男（大阪府立大学工業高等専門学校教授）
※

第 7 回社叢インストラクター養成セミナーとの合同講座です

社叢学会もいよいよ10周年！
平成24年度年次総会は伏見稲荷大社で5月末に

テ ー マ ：社叢に関する理論的研究
応募締切：2012年3月末日必着
社叢の保存・拡充に関する
応募要領：住所・氏名を明記の上、発表内容を300～
実践的調査研究
400字にまとめ、E-Mail、FAX、郵便で
発表時間：20分(報告15分＋討論5分)
本部事務局に送付

発行人

社叢学会事務局 〒604-8115京都市中京区雁金町373番地みよいビル303号
TEL075-212-2973 FAX075-212-2916
URL http://www.shasou.org E-Mail shasou@ams.odn.ne.jp
社叢学会関東支部 〒368-0041 秩父市番場町1－1 秩父神社社務所内
TEL080-1514-5032 E-Mail shasougakkai@hotmail.com
(当面、このアドレスでお願いいたします)

