
平成24年度年次総会研究発表・シンポジウム

２人の社叢インストラクターが誕生！

　先に実施された第5回社叢インストラクタ

ー資格認定試験の結果、2人が3月29日の第

32回理事会で資格を認定された。

　受験は、これまでに開催された社叢イン

ストラクター養成セミナーを修了した者、

技術士や樹木医など一定の資格を持つ者に

認められ、今回は3人が受験した。

　試験終了後、試験委員および出題者が採

点。資格認定検討委員会で採点結果を検討

した結果、2人を合格とする意見を理事会に

諮問し、原案通り認められた。合格者には

年次総会で理事長より認定証が手渡される。

合格者(順不同・敬称略)：賀来宏和、小林

仁(以上正会員)　当日の試験委員：菅沼孝

之副理事長・糸谷正俊理事

　なお、今年度の社叢インストラクター養

成セミナーについては、必ずしも資格取得

を目指さなくても気軽に受講してもらえる

内容に衣替えする予定で、7月以降の開催を

目指して、検討を進めている。

総会で理事長が認定証を授与

５月20日(日)午前10時から伏見稲荷大社で

今年のテーマは「鎮守の森とコミュニティづくり」

　５月20日(日)に伏見稲荷大社社務所で開催される今年の年次総会・研究発表界・シンポ

ジウムの概要が別紙(３頁)の通り決まった。総会・研究発表会に引き続いて行われるシン

ポジウムのテーマは「鎮守の森とコミュニティづくり」で、基調講演には公共政策への社

叢の位置付けを提言してきた広井良典・千葉大学教授があたる。パネルディスカッション

では森本幸裕理事が日本的「ひろば」としての鎮守の森の意味とコミュニティ防災拠点と

しての役割について発言するほか、阪神淡路大震災の経験から地域コミュニティの重要性

を指摘してきた角野幸博・関西学院大学教授、岐阜県郡上市石徹白(いとしろ)地区で神社

や自然信仰を踏まえて小水力発電を通じた地域再生に取り組む駒宮博男・NPO法人地域再

生機構理事長が、進士五十八・当学会顧問をコーディネータに議論を展開、それぞれ気鋭

の論客だけに聞き逃せないものになるだろう。

　前日の19日(土)には新緑輝く吉野を訪れ、吉野水分神社を参拝した後、日本最大の秘仏

である金剛蔵王大権現像3体を特別開帳中の金剛峯寺を訪れる。吉野の古社と秘仏を1日で

見学するという機会はあまりない。こちらも奮ってご参加を。

　なお、正会員で総会にご欠席の方は必ず委任状をお送り下さい。
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見学会は新緑輝く吉野山へ



第50回　関西定例研究会　報告 2012年3月24日

(於　伏見稲荷大社)

貞観津波と歌枕　～｢末の松山｣｢沖の石」～

講　師：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：糸谷正俊(社叢学会理事)

 「契りきな　かたみに袖をしぼりつつ　末の松山　
波こさじとは」(清原元輔：『後拾遺和歌集』)とい
う百人一首の和歌があるが、「末の松山浪こさじ」
は、恋心というのは存外変わりやすいものだが、変
わらないということの例えとして、末の松山は決し
て波が越えないのだという比喩表現になっている。
歌枕の研究をしてきて、「末の松山は波が越さな
い」というのは、海から遠くに離れてるから、波は
越さないのだというぐらいに思っていたが、今回の
大津波で、もしかしたら津波と関係があるのではな
いかと思うようになった。そんな時に、ロバート・
ゲラーというアメリカ人地震学者が『日本人は知ら
ない「地震予知」の正体』(2011年８月刊）で、「貞
観津波の難を逃れ、高台から眼下の惨状を見下ろし
た人々は、さぞかし戦慄したことだろう。こういう
津波が越えないだろうという言い伝えを、恋の心の
誓いに詠んだのは、日本人のとても深い文学性を感
じる」と指摘していることを知り、地震と大津波と
に関係させてこの表現をとらえるという見方がはっ
きりしてきた。
「末の松山」が意味するもの　日本民族の詩心は土
地への信仰に根ざしており、その中に「末の松山」
という有名な地名、歌枕がある。そもそも「末の松
山」は、第一勅撰和歌集である古今和歌集の巻の第
二十という最終の巻の東歌の中に出てくる。この巻
二十には、神に関わりのある歌ばかりがはいってお
り、ここに東歌があるのは、東国が奈良や京都とい
う都の中心部にとって非常に大事な地域で、それを
讃えた歌を大事にして、この中に入れたということ
だ。その中の陸奥歌に、「きみをおきて　あだし心
をわが持たば　末の松山　波もこえなん」という歌
がある。注目すべきは東歌だということであり、陸
奥の歌だということだ。
　次の第二勅撰集である後撰集あたりから、当時の
宮廷女房たちも、末の松山は波は越さないというこ
とを知っていて、「我が袖は　名に立つすゑの　松
山か　空より波の　越えぬ日はなし」(土佐)などと
いう恋の歌に取り入れている。ここに“名に立つ”
がはいっているので、都では有名な末の松山、末の
松山というと、波こさじということがすぐ、都人の
頭に浮かんだということがわかる。
　古今和歌集の注釈書である『顕注密勘』でも「あ
なたのうみのはるかにのきたるに」とし、さらに、
平安中期の歌の僧である能因が述べている「もとの
松、なかの松、末の松とて三重にあり」ということ
を指摘している。

　「もとの松」は今回の震災で甚大な被害を受けた荒
浜で、海岸に松林が見える。土地の人達によると江戸
時代に整備されたということで、海岸線はもう少し奥
だったかもしれないが、古来より松が植えてあったの
だと思われる。「なかの松」は見ることができなかっ
たが、最も奥にあるのが「末の松山」で、この注釈書
も能因の現地踏査の成果を取り入れており、仙台湾よ
り2kmほど離れているという事実をふまえた注釈に
なっている。
　さらに、東常縁が宗祇の説をまとめた『両度聞書』
にはこの陸奥歌が「国の風俗の歌なるべし」とあり、
「恋の歌みれば君臣の理神明の心をいへり」と、恋歌
かと思えるほど心変わりがないことを言った歌で、東
国が朝廷に対する服属を誓う歌になっているとしてお
り、この歌の本質を解明した注釈だと思う。
　さて「末の松山」はどこに指定できるのだろうか。
歴史学では多賀城市八幡二丁目臨済宗末松山宝国寺あ
たりだとする一方で、国文学では根拠が無いとして多
賀城市説を疑っている。しかし、清原元輔は貞観津波
を取り上げてあのような一首を詠んだのであり、「末
の松山」は現在の宮城県多賀城市に位置するというこ
とを示したのが、最初に指摘した『日本人は知らない
「地震予知」の正体』で、著者は東歌については言及
していないが、東歌なのだから、より多賀城説を推す
ことができると思う。
東国に関心が寄せられた理由　では、都人はなぜそれ
ほど東国に注目したのだろうか。第一に考えられるの
が黄金の産出だ。産出地は北上川中流の砂岩の山で、
下流に「黄金海岸」があり、上流には、時代は下るが
平泉がある。現在の宮城県遠田郡涌谷町字黄金迫で、
黄金山神社という式内社があるが、これは黄金が出た
から作った神社だと思われる。このように、万葉集に
東歌を載せなければならなかったほど、東国の富が都
人を惹きつけたのであり、東国はそれ以降、宝の国と
なった。「末の松山」のふもとの宝国寺は文字通り宝
の国の寺で、聖なる場所だったと思われる。
　東北は、塩の生産や海産物などにも恵まれた黄金の
国だったのだが、その豊かなイメージが根底から覆さ
せられたのが貞観大地震、大津波だ。これが陸奥の国
への第二の注目点と言える。当時も今と同じく、遠い
都でも多くの人が東国の被害に関心を寄せていたので
あろう。『日本三大実録』にも、陸奥の国に大地震、
津波あり、という報告があり、簡潔ではあるが、非常
に正確な情報が記載され、ここからは多賀城には優秀
な官僚が詰めていたことがわかる。貞観11年(869)5月
26日、平安京がほぼ完成し落ち着き始めた頃だろう。



その矢先の大地震・大津波で、正史に記録してある
ということは、多賀城から報告があったということ
を示している。9月9日には陸奥国地震使を使わし、
10月13日には、天皇が陸奥国の震災を「民夷を論ぜ
ず(＝蝦夷も分け隔てなく)」慰問するように、とい
う宣司を出している。翌年には伊勢神宮をはじめ各
地の神社に陸奥国の災害からの復興を祈っている。
このような記事が正史に多く記載されているのは、
大地震と大津波の状態が衝撃とともに都に伝わって
いったことを現している。さらに正史の上には載ら
なかったが、「末の松山波こさじ」との情報が都に
もたらされたと推測できる。
｢末の松山」は海からのランドマーク　今回の津波で
も、荒浜の浸水高は12.3m、末の松山の下で3.8m、住
宅地で2mぐらいだったようだが、「末の松山」は小
高くなっていて水は届いていない。多賀城は海から
3kmも離れた奥地で標高も高い所だが、津波は近くま
で入っている市川を伝って多賀城に押し寄せたとい
う研究(阿部・菅野・千釜：日本地震学会編『地震』
第43号)もあり、それでも浸水しなかった「末の松
山」は、歌枕になる以前から「津波被害には遭わな
い」という言い伝えがあったのではないだろうか。
　現在の「末の松山」は松が１、2本生えているだけ
の小山だが、実はもう少し広井範囲の山ではなかっ
たか。であれば、「もとの松」「なかの松」、最後
に「末の松」といわずに末の松「山」と言っている
ところが納得できる。また、「末」は海を起点にし
た呼び方だと思われ、歌枕「末の松山」は、この丸
い丘陵全体を指していて、その中に寺と神社がある
ことから、島のように海から見えるランドマークと
された社叢で、「波はこさじ」は、みながこれを

知っていて、いざという時に、諺のような誓いの言
葉にしていたのだと思われる。そして、多賀城の役
人は「末の松山　浪こさじ」という言葉が本当だと
いうことを都に伝えたのだろう。
「沖の石」は磐座　ここでもうひとつ、問題になっ
てくるのが末の松山のすぐ下にある歌枕「沖の石」

で、二条院讃岐という平安末期の女房歌人の歌に、百
人一首などでも有名な、「我が袖は　潮干に見えぬ　
沖の石の　ひとこそ知らね　かはく間ぞなき」があ
る。人目を忍んでいつも泣いているということを、沖
の石は誰に見られることもなく沖に沈んでいるという
比喩で表現したものだが、「沖の石」が歌枕となった

のはずいぶん後で、ここで使われている「沖の石」は
普通名詞だと解釈されている。
　では、後になぜここを「沖の石」という歌枕にした
のか。ここの地名が「奥の井」であることに注目した
い。「曽良見聞記」にも「末の松山」のそばに「奥の
石」があると記されているし、「宮城郡八幡村風土記
五洋書出」という史料には「奥の井の守」という文言
がでてくる。実際、ここに清水が涌いていて、仙台藩
は寛文年間より六代以上前から奥の井を守る人を命じ
ていたようだ。海に生きる人たちにとって真水は陸に
生きる人たち以上に大事なものであるから、奥の井
(＝歌枕付会された「沖の石」)は聖なる泉であったと
いうことが判明する。さらに、「沖の石」は「石」と
はいうものの、津波で流れ着いたような石ではなく、
古くからそこに存在していた岩盤であり、磐座ととら
えられていたとしても間違いないだろう。古代祭祀研
究家の薬師寺慎一氏は、山と磐座と泉を聖なる山の重
要な要素として挙げているが、ここにも「末の松山」
という山、「奥の井」という泉、そして「沖の石」と
いう岩の三点セットが揃っている。
　歌枕は、都の歌人達に認識されないと歌枕とならな
いのだから、「末の松山」が大津波でも決して越える
ことのない聖なる松山として歌枕に自覚されたのは、
貞観の大地震が起点だっただろう。そしてそれ以前は
海から陸地を示すランドマークとされた社叢だったの
ではないか。上田篤副理事長は「海からの社叢」が社
叢の大きな部分を占めていると述べているが、「末の
松山」もそういうものであったかと思われる。実際に
『東日本大震災津波詳細地図』(古今書院)をみると、
そこがくっきり丸く丘陵になっていて、この領域だけ
が被害を免れていることがわかる。貞観地震以前にも
小さい津波がきただろうし、千年単位で大きな津波が
起きているということだから、「末の松山」「沖の
石」は、聖なる社叢の地として古代人にあがめられて
いたのではないだろうか。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　(文責＝事務局)

｢末の松山｣(多賀城市八幡町2丁目)

「沖の石」

鎮守の森だよりvol.57



研究発表･シンポジウムと関連行事参加申込書

FAX：075-212-2916
＊　ご希望の行事の(　）欄に○をおつけ下さい。同伴者がいらっしゃる場合は人数をお書き下さい。

（　　）吉野水分神社・金峯山寺見学会（正会員・賛助会員・協力会員：7,000円　市民会員：8,000円　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　同伴者は8,000円)　 　　　　　　　　：同伴　　人
（　　）研究発表およびシンポジウム（非会員は1人500円）　　　　　　　　　：同伴　　人
（　　）懇親会（1人3,000円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：同伴　　人

会員番号 お名前

電話番号・Mailアドレス等当日連絡先

　　　　　　　　　　

8:45

時　間 内　　容

正式参拝　希望者は5分前までに外拝殿横休憩所集合

パネルディスカッション

12:00～13:00

20
日(

日)

総
会
・
研
究
発
表
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
懇
親
会

　参加ご希望の方は、５月15日(必着)にて、下欄ご記入の上、FAXもしくは郵便にてお送りいただく

か、同内容をMailにてお知らせください(すでにお知らせを頂いた方は、重ねていただく必要はありませ

ん)。なお、見学会は定員(３０人)になり次第締め切ります。また、1時間半程度の徒歩区間があります

のでお含みおきください。足に自信がないけれども参加したい！　方は、事務局にご相談ください。

５
月
19
日(

土
）
見
学
会

15:00～17:00

14:00～14:50

平成24年度年次総会の概要

10:00～10:30

11:２0～12:50

12:50～14:00 昼　食　　

14:00～17:00 シンポジウム「鎮守の森とコミュニティづくり」

基調講演　広井 良典(千葉大学教授)　

17:30～19:00 懇親会　於　伏見稲荷大社参集殿

9:00～12:00

金峯山寺参拝と重要文化財「金剛蔵王大権現」拝観：説明つき　後　自由行動

パネリスト：森本 幸裕(社叢学会理事)
            　　角野 幸博(関西学院大学教授)
            　　駒宮 博男(NPO法人地域再生機構理事長) 
コーディネータ：進士 五十八(社叢学会顧問)

コメンテータ：薗田 稔(社叢学会副理事長)　広井 良典

京都駅八条口集合

専用バスで吉野へ：車中で吉野水分神社等の説明　

吉野水分神社参拝　参拝後、徒歩で昼食会場「桜美荘たいら」へ

鎮守の森だよりvol.57

13:00～13:45 昼食　昼食後、徒歩(２０分程度)で金峯山寺へ　

14:15～

16:00 吉野山観光駐車場発　18時半ごろ京都駅解散予定

年 次 総 会10:30～11:20

吉野到着後、徒歩(30～40分)で吉野水分神社へ

研 究 発 表
・東日本大震災被災社叢の土壌化学分析結果と土壌回復について　 伊藤 和男

・常緑広葉樹(照葉樹)が優占する社叢の保全手法に関する研究　長谷川 泰洋

・東アジアの老樹文化と課題　李 春子

13:40～　     進士顧問による社務所庭園説明



第49回関東定例研究会　報告

先人の知恵に学び、未来へつなげる若者たち　
　　　　　　　　　　　　　　―「聞き書き甲子園」―

 講師：澁澤寿一（NPO樹木・環境ネットワーク協会理事長)　

2012年３月３日 

(於:國學院大学渋谷キャンパス) 

　「聞き書き甲子園」は毎年100人の高校生たちが挑
戦し、今年10回目を数えた。自然とともに生きてき
た「じっちゃん、ばっちゃん」達の一生の記録、そ
の生業を後世に残す1,000人分のインタビューは、高
校生によるただの書き取りではない。高校生たちは
文字に起こしたインタビューの内容以上に多くの事
を感じ、学んでいる。
「聞き書き」がはじまった背景　1989年の調査では
20代で不安を感じているのは4割ほどだったが、20年
後の40代では約8割に増加し、バブル崩壊後、不安は
増大しつづけている。右肩上がりの経済成長の中で
は、大学を出ていい会社に勤めれば安心というモデ
ルがあったが、不景気、リストラ、倒産、さらには
保険も年金も制度は破たんしそうで、これまでの社
会モデル、人生モデルが崩壊し、若者たちは何に向
かって頑張ればよいのかという目標を見失ってきて
いる。また東日本大震災直後、東京でも食料や水、
ガソリンなどが店頭から姿を消し、お金があっても
物が買えないという現象を目の当たりにした。
　欲を増大させる経済社会は実体経済をはるかに超
え、社会では抱えきれないほどに膨らんでいる。環
境問題でも、既にこれまで地球が貯めてくれていた
資源の貯蓄に手をつけて、地球が１個では足りない
計算である。中国やインド等、急成長している国々
が、これまで先進国が行ってきたような消費や経済
発展を追いかけていけば、あっという間に使い果た
してしまうことになるが、さんざん資源を消費して
いる私たちに、発展を妨げることはできない。
「聞き書き」を巣立っていった高校生たち　「聞き
書き」の学生たちは3.11の被災地に向かった。やっ
との思いで助かった人たちがこれまでどんな人生を
生き、何を大切にしてきたかを語ってもらうため
だ。井上ひさしの小説でも有名な吉里吉里の集落で
は、避難直後は生きることが精いっぱいだった人た
ちが、落ちついて足元が見えてくると、道路の瓦礫
を運ぶ女子高生の話や、仮設住宅でお年寄りが慣れ
ない電子レンジを使えているか心配する奥さんたち
の声が聞こえてきた。3,000人が住む集落では日頃か
らの付き合いにより村民同士の顔がわかるし、お互
いが助け合って生きていくことが当たり前に機能し

ている。昭和8年3月3日の大津波では、なんと4ヶ月
後の7月13日には村民による復興計画書がつくられて
いた。そこには①産業と日常を一緒に復興し、一つ
の家族として共存共栄する永遠に持続する社会をつ
くる　②自分だけが良い思いをしたり、好き嫌いな
どの個人的感情で動くのではなく、全員が家族と
なって暮らしていく　③財産はすべて次の世代につ
ぎ込むことなどが書かれている。いまの復興計画
は、どこの高台に移転するか、漁港をどうするのか
といったハード面ばかりが話題になり、ハッとさせ
られる。仕事を用意し、家や道路をつくることだけ
が復興ではない。お金は世界共通の公正、公平で必
要なものではあるが、この村では支え合って生きる
(絆)という経済以外の価値観も持たなければならな
いこと、都会の追随をする復興を目指すのではな
く、新たな生き方を模索することを教えられる。
　北陸の森に植林した学生たちは、自分たちが植え
た木が育つまでの50年、その集落に寄り添って森が
育つのを見守ろうと、棚田で米作りをはじめた。村
の会合に出席し、どの席に着き何を発言すればよい
かや、榊の供え方、祭の参加の仕方、マムシや熊の
食べ方など、学校では教えてくれない暮らし方、生
き方をそこで学ぶ。お礼に制作した棚田の地図に、
持ち主に後継者の有無を尋ねて色分けすると、10年
後、20年後の未来が見えてきて、果たして森が育つ
50年後までこの集落が存続するのかという問題も浮
き彫りになった。同時に、作られなくなるのは都市
に出荷される米で、自分たち(都市)が農村を支援し
ているのではなく、自分たちが支援してもらってい
ることを知る。一膳分の米とイチゴ一個が同じ値段
であることや、100円バーガーを安いと感じ、その3
分の1の値段の米を高いと感じる価値観に違和感をお
ぼえ、変化の必要性に気づく。
　「聞き書き」で出会った人の人生に寄り添い重ね
合わせながら、必要なものは自分たちでつくる「百
姓」の暮らし、循環型の生活の大切さを知った高校
生たちは、きっと新しい未来を切り開いていくだろ
う。私たちはこれまで作ってきた国のあり方につい
て考え直さなければならない時をむかえている。　
　　　　　　　　　　　　　　（文責・渡邊節子）

◆日　　時：６月16日(土)　14：00～16：30
◆場　　所：國學院大学・渋谷キャンパス120周年記念1号館４階41405教室
◆講　　演：海と山をつなぐ祭の震災後 ―浜下り祭を中心に―
◆講　　師：茂 木　  栄 （社叢学会理事・國學院大學教授）

次回予告【第51回関東定例研究会】



　もうね、忙しいっちゅうねん！　と言いつつ、
吉野に見学会の下見。うっかり桜のハイシーズ
ン(平地では終わってても山の上の方ではまだ盛
りなんです。。。）。え～～らい人出に加えて
車の通行規制が！　桜吹雪の中をてくてくてく
てく、上ったり下ったり上ったり下ったり。風
流なり～とは言えん運動量ではないか！　ちょ
っとは痩せたかしら。。。
　翌日からちゃ～～んと筋肉痛。階段が。。。
でもね、だ～～～れも休んでいいよ～なんて言
ってくれない。別に期待もしてないけど。せめ
て土日だけは休ませてくれぃ！　　(藤岡　郁）

平成24年度(2012年4月～2013年3月)の会費の
振替用紙を同封いたしました。払込には銀行
振り込みもご利用いただけます。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。学会活動を円滑に運営するためにも、会
費の納入方、よろしくお願いいたします。入
金の確認をいたしましたら、会員証をお送り
いたします。

住宅エコポイント事業は今年度も継続されま
す。ポイントを各種の特典と交換されました
後に残った端数のポイントは、ぜひ「環境団
体へ寄付」を選択いただき、寄付先に社叢学
会をご指定ください。また、昨年度に家電エ
コポイントを含め、ご寄付を下さいました皆
さま、ありがとうございました。

　社叢学会では、東日本大震災被災地での社叢の
復活と復興に取り組んでいるが、地球環境基金の
特別助成を得て、いずれも壊滅的な津波被害を受
けた狐塚(仙台市若林区荒浜地区)と八重垣神社(
山元町)の社叢復興事業に着手した。
　3月14日に薗田稔副理事長をはじめとする社叢
インストラクターなど17人が、まず狐塚で残され
た社叢の樹勢調査と土壌改良剤の散布を行った後、
流出した閖上地区の富主姫神社を視察、車窓から
甚大な被害を受けた仙台平野の状況を見ながら竹
駒神社(岩沼市)へ。正式参拝・社叢見学の後、八
重垣神社に向かい、同神社の氏子たちと共に、こ

宮城県で社叢復興に着手

お詫びと訂正

『社叢学研究』10号の書評欄(107頁下段)の出
版社・頒価が間違っておりました。正しくは
「鹿島出版会　定価2,500円＋税」です。誠に
申し訳ありませんでした。

5月19日(土)に開催予定の一宮

研究会を中止いたします。

悪しからずご了承ください。

こでも樹勢調査と土壌改良作業を行った。作業の
後、藤波祥子・同神社宮司などと懇談、今後の社
叢復興のあり方などについて語り合った。
　このあと再び竹駒神社に戻り、社叢学会のこれ
までの取り組みを報告、今後の事業についても議
論した。参加者からは被災地の状況を目の当たり
にし、また、社叢復興にかける関係者を思いを直
接聞き、非常に有意義であったとか、改めて社叢
復興の重要性を認識した等の感想が聞かれた。
　今年度は、引き続き助成金の交付が決まったの
で、狐塚と八重垣神社の経過観察に加え、さらに
数カ所の社叢を選定し、復興に取り組むとともに、
社叢や神社が災害時に果たした避難場所としての
役割を再確認し、全国に社叢の重要性を情報発信
するためのアンケート調査や社叢の現況調査を実
施することとしている。
　今後、特に関東以北在住の会員を中心に作業ヴ
ォランティアの募集を、｢鎮守の森だより」やホ
ームページで呼び掛けることがあります。ご関心
の向きは事務局までご連絡ください。

八重垣神社での土壌改良作業風景

今年度はアンケート調査・現況調査など
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