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皆さん。こんばんは。神社としての【学び】についてお話ししたいと思います。 

 

先ず最初に神社についての概要を説明していきます。 

世界中には多くの宗教が存在します。世界には、三大宗教である「キリスト教」「イスラ

ム教」「仏教（一説によると厳密に言えば哲学と思われる）」を始め、「道教」「儒教」「ヒン

ズー教」等々があります。 

宗教・信仰の区分法としては、「仏教」・「キリスト教」・「ユダヤ教」・「イスラム教」等は、

教典・啓典（～簡単に言いますと、宗祖の教えを纏めたもの）があり、それに基づいて一柱

の宗祖の教えを信仰の対象とします。これを『一神教』と言います。 

それに対して、神や超越者が『多数』、多数と言うのがポイントですが『多神教』に大き

く分類することができます。「アイヌの信仰」「中国の道教」「インドのヒンドゥー教」など

が含まれます。 

翻って、日本古来の信仰形態である『神道』には、教えをまとめた『教典』らしき物はあ

りません。『神道』は読んで字の如く『神の道』と書いて『神道』と言い、『～教』とは言い

ません。又、色々数多の神様が存在します。故に『多神教』に分類されるでしょう。 

一説によると、特定の神を信じている人のみが人間であり、特定の神を信じていない別の

宗教を誤って信じている人は、動物以下の存在として考えてきました。 

相手を動物以下の存在だと見なす事により、打ち倒すべき敵として見る事が出来、殺害し

ても罪の意識を感じぜずに済みます。 

それ故、必然的に現在世界各所で起こっている戦争・紛争の原因としては明らかには言明

されていませんが、一つの隠れたる理由としてその原因であると思われます。 

又、西洋の論理としては、自然は征服すべきもの・戦うべきものとして考えています。 

それ故、古代ではレバノン杉の伐採による砂漠化や産業革命以降の西洋（現在では『エコ

ロジー』『自然環境保護』の精神の高まり等により従前より環境に対する意識の変化は、過

去とは明らかには違いますが。）、更には、現在、発展途上国の様に西洋文明を吸収したり、

影響を受けている地域や国々がより良い生活を送るために経済上必須な原材料、例えば、ア

マゾン流域の樹木の過重な伐採等によって引き起こされたような砂漠化、異常な降雨、風水

害等が頻発しています。 

人類に多大なる幸運をもたらしてきた科学技術の発達ですが、物事には両面あるように、

環境の悪化等をもたらし地球温暖化の一つの原因と成っています。 

しかし、一つの光明として今は、世界中で『自然環境』に関する種々の対策が採られるよ

うになってきてはいます 

西洋化してはいるけれども、元々の日本は、『自然』に対する敬虔な精神が培われている

はずであり、日本人の精神は以下に述べる通り、『自然保護』と親和性が高いはずと思われ

ます。 

日本に目を向けてみて、日本人の特徴ある信仰形態を考えてみると、『神道』というもの

があります。 
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このような神への信仰形態は、西洋的な概念としては、『アニミズム』と言います。『アニ

ミズム』とは、生物・無機物を問わないすべてのものの中に霊魂、もしくは霊が宿っている

という考え方です。１９世紀後半、イギリスの人類学者、E・B・タイラーが著書『原始文化』

（１８７１年）の中で使用し定着させました。日本語では「汎霊説」、「精霊信仰」「地霊信

仰」などと訳されています。この語はラテン語のアニマ（anima）に由来し、気息・霊魂・

生命といった意味です。 

『神道』の考え方としては山川草木等の全ての万物に『神』が宿っていると言う教えです。

『やおよろず（八百万）の神』と呼ばれる通り、日本には数多の神々が存在しているので一

つの考え（神・宗祖）のみに従うのではなく、色々な神、考えが有り、自他ともに尊重する

ような考え方が生じる素因と成っていると思われます。 

一説によると、遠く離れた中近東等の文明・文化が東方に伝播していき、行き止まりであ

る日本には、故地にはすでに絶えているような文化が残存しています。 

日本にはこのように明らかに外来のもと見なされる文化・文物・宗教等が残っているよう

に、元々自分の物ではない物でも受け入れて来ています。良い事象を摂取し、保存していく

受容力が備わっているのです。 

多神教信仰たる『神道』を信仰して来た者である日本人にとっては、如何なるものをも受

け入れるという包容力が一種日本人の特性としてあり、日本人としての習いに成っています。

絶対的なものは無く、色々な考えが有る事に対する『多様性の尊重』『寛容の精神』を持つ

事の大切さを知っていると思われます。 

万物（生命の有る無しを問わず）に対する畏敬の念を抱くことこそは、農耕民族だった私

たちの祖先の、自然からの恵みに対する感謝の念から生まれた観念です。田畑から、海や川

からの恵みは人間だけの力ではどうすることもできないと考えて来ました。私たちの祖先は、

大いなる自然があってこその繁栄に対する感謝の念を、祈らずにはいられなかったのです。   

又自然への畏敬の念・尊重の念などが育まれて来ており、こうした歴史的、気候的、民族

的な背景を踏まえて培われた日本の宗教観が『神道(しんとう)』なのです。 

そもそもの神社の起源には「そこに神々しさを感じた」というところから始まっています。

最も古い神社は、たとえば、巨木・美しい山や島などに注連縄(しめなわ)が飾られていて、

神話と結び付けられて語られたりしています。対象となる自然物は「依り代(よりしろ)」と

言われ、神霊が依り憑く（よりつく）という意味で崇拝されています。 

翻って科学技術が進んだヨーロッパに於いてもストーンサークル、ストーンヘンジなどの

古代の巨石文化が存在します。自分を圧倒するほどの存在に対し、畏敬の念や神秘を感じる

心は本来、人間に共通とした心理のようではあります。このように科学技術の発祥の地・工

業技術の先進国・地域に於いても時代が遡っていけば、日本と同じく『大いなる自然』に対

する信仰形態が有ったと思われます。しかし、現在見られるように西洋思想の転換等が生じ

て科学万能主義と成って行ったのです。 

自然の神を祭る祭祀が行われる場は、臨時の場でしかなかったもの（祭礼の度に斎場を設

営し、終われば斎場を壊す。）が、国家が整ってきた飛鳥時代には、常設の社（やしろ）が
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出来、専門職である神主・巫女などの神職も現れだします。この頃の稲作を中心とした『共

同体』では、『集団』で豊作を祈ったり感謝したりするお祭りが行われはじめました。これ

が後に伊勢神宮で行われる神嘗祭(かんなめさい)に繋がっていきます。 

時代が降り、祈りが『集団』のものであった時代から、平安時代では徐々に安倍晴明で有

名な『陰陽道(おんみょうどう)』の影響から『個人的』なものへと変化していき、さらに『神

仏習合』の思想も加わります。ここから、実在の人物が祀られるようになるのです。武士の

時代に突入すると『八幡信仰』が江戸時代には『稲荷信仰』が広がっていきました。時代に・

政略に・人々に・土地に応じて様々な神を祀る神社が全国に増えていったのです。 

古くは、仏教が日本に伝来して来た当初、蘇我氏（仏教派）・物部氏（神道派）の対立、

聖徳太子の仏教奨励政策や時の天皇の行い等により仏教は広まっていきました。 

又一つの広まった要因として毎年『お盆（盂蘭盆会）』に執り行われる行事は、元々は古

来から日本人が持っている『祖先崇拝』の考え方を仏教が借用して採り入れる事により、広

まっていった側面があると言われています。 

時代が降るに従い、江戸時代頃までには、『神仏習合』の考えが広まり、『神』『仏』どち

らが上位であるかは別にして『神』と『仏』は一種別の現れ方の同一の顕現として考えられ

てきました。 

それらの考え方として『本地垂迹説』『両部神道』『反本地垂迹説』等の考え方が考え出さ

れてきました。 

神道の思想の基準となる文書としては、「古事記」・「日本書紀」・「万葉集」・「風土記」な

どがあります。時代が降って江戸時代に成ると国学者である本居宣長・賀茂真淵等の国学者

がそれぞれの立場で、神道に関して理論家・精緻化して行きました。 

時代が降り、江戸時代には檀家制度が整備され、江戸幕府統治の鍵としての機能を持たせ

られて行きました。 

明治以降は『神仏判然令』などの政策により『神』『仏』を分離し、『神社』・『寺院』を別

個の存在とし明確化しようとしました。近代国家として、『神』、『仏』を同等の地位とし、

江戸時代には禁教であった『キリスト教』を公認しました。これは『西洋化』・『富国強兵』

を行い、西洋の植民地に陥らないようにする為、日本をいち早く近代化・西洋化した近代国

家としての中央集権国家としなければ成らないと言う国家の要請に外なりません。あいまい

な姿のままでは不都合だとの認識があったのだと思います。昭和の終戦迄、『天皇』を日本

の国の中心とした、政治を行う制度が存続する事と成ったのです。 

現在、戦後に於いては神社は国家管理を離れ『いち』宗教法人として存在として存続して

います。 

又、『神道』には『教派神道』と『神社神道』の二つの流れがあります。『天理教』『御嶽

教』『黒住教』『金光教』等、『神道十三派』と呼ばれる『教派神道』と神社にお参りなどす

る『神社神道』があります。 

 

昨今、世俗化が過重に進みすぎていっています。宗教離れ（お寺離れ・神社離れ）が進み、
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祖先を敬わず、自分こそが大事だとの風潮を生んでいます。所謂『個人主義』と言われます

が、これは、西欧と日本では捉え方は根本的に違うのです、西欧の『個人主義』は『神』を

媒介とした『神』にのみ責任を負う『個人主義』でありますが、日本の場合は元々がキリス

ト教的風土ではない国情の為、言葉そのもの意味での個人主義（自分勝手）に成っていると

思われます。これはあくまでも私見です。 

更には、『政教分離』と言いますが『政教分離』が最も進んでいると言われる国ですら例

えばアメリカに於いては大統領就任宣誓式に於いては聖書に手を置いて宣誓しています。

色々な解釈がありますが、一つには『政教分離』とは宗教組織が政治に関与しないと言う事

です。宗教と儀礼との違いです。 

 

神社には種々の祭礼・祈願祭が有ります。 

『神道』とは基本的に『農耕儀礼』に根差した祭礼が主であります。故に四季折々の祭りが

あります。 

・年頭には『元旦祭』などの一年無事に暮らせるように祈る祭り。 

・春には、『おんだ祭』『御田植祭』などの五穀豊穣を願う春祭り。 

・夏には、『虫送り』『風除け』などの風水・害虫等の害が発生しないような事を記念する夏

祭り、更には、『祇園山笠』『茅の輪くぐり』『ねぷた祭り』など疫病退散をねがう祭り。 

・秋には、『オクンチ』『新嘗祭』『夜神楽祭り』などの収穫に感謝する祭り。 

・冬には、『あえのこと』『なまはげ』などの御籠の祭り。があります。 

日本人は季節の折々、節目毎に色々な祭典を斎行する事に因り、日本人としての感性が育

まれ、それは自然と共生してきた自然への畏敬・尊崇の念を生じさせたのです。 

この考え方は、一種環境保護に関して重要な要素と成ると思われます。このように年間の

祭礼の意味・意義を学んで行く事こそこれからの日本人には必要ではないでしょうか。 

神社は良く『鎮守の森』と呼ばれます。多くの神社は近隣が都市化されていても、数多の

樹木が生い茂っています。自然との繋がりを体感でき、みんなに開かれた空間です。ここを

訪れたり、斎行される年間の祭礼などを通して、人々は自然の息吹、移り変わりを実感して

いき、自然と共存の重要性を学んで行けるようになります。 

又、神社では、色々な祈願祭が斎行されています。 

仏教などの外の宗教と同じく、人の一生を通して節目ごとに祈願祭が有ります。 

・生まれて産土の神社に初めて参る『初宮詣で』。人の年齢の数え方としては、日本では『数

え年』で数えますが、簡単に言うと満年齢プラス１歳と考えます。これは、出産する前の

約１０か月（胎児）にも生命ある者・人間として一人の大切な存在と、考え一歳を加算す

る為です。翻って西洋では合理的に考え、腹中に有る間は生命も無い一人の人間として存

在せず『物』として捉え、出産して初めて生命ある一人の人間として存在すると考える為、

満年齢として数えていきます。 

・子供の健やかなる成長を願う『七五三』。 

・節目毎に斎行され、人生の厄を祓う『厄除け』祓い。節目節目に行い、悪い事を祓ってい
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きます。 

・干支が一巡して生まれ年が同じ年になることから『本卦返りの御祝』と言われる『還暦の

祝』。節目毎に祝う『古稀』『喜寿』『傘寿』『米寿』『白寿』『皇寿』『茶寿』と呼ばれる『歳

祝』 

・人が亡くなる時に斎行する『神葬祭』 

・亡くなってから執り行われる『十日祭』『一年祭』等々 

・他にも色々な人生儀礼に応じた祈願が有ります。 

・その他、諸々の土地を鎮める『地鎮祭』、会社の隆昌を願う『社運隆昌祈願』車輛の安全

を願う『車輛安全祈願』等々が有ります。 

このように人生の節目節目で行われる祈願や色々な祈願により人生の意味・喜び・意義・

に対する姿勢を学んで行けるようになります。 

 

又、神社にはいろいろな形態の神社が有ります。 

下記にいくつかの有名な神社を挙げて行ってみます。 

・先ず『稲荷神社』があります。 

天照大御神が、五穀をつかさどる女神の豊宇気毘売神(とようけびめのかみ)に命じ、日本

国中に稲穂を頒布しようとしたときに、『神の使い』としての『狐』により稲を広げたとい

う事らきています。このように、農民は感謝の気持ちと豊作を願う願望から、稲荷大明神と

崇め奉ったのです。時代が変遷する中で、商売繁昌や祈願の的となり、花柳界の人々までも

御利益を与えるようになっていきました。 

江戸では「伊勢屋稲荷に犬の糞」といわれるほど、稲荷神はもっとも多いもののひとつと

数えられていました。また、大阪では「病弘法(やまいこうぼう)、欲稲荷（よくいなり）」

といわれたほど、大阪商人に大変愛されました。 

例えば、東京の大田区羽田に鎮座する穴守稲荷神社が、競馬に熱狂する人々や花柳界の

方々から慕われているそうです。明治維新でこの地に温泉が発見されると、参道にはたくさ

んの料亭や旅館がひしめくことになります。地元の有志が土地の振興策として「公衆参拝」

の申請を政府に願い出て、社殿を新築してから、徐々に現世利益を求める神社として繁栄し

ていったそうです。この「穴守」と言うのは、花柳界・遊郭の人々に特に信仰されました。

これは、つまり「女性の病気」を守るという意味があったと言う事です。穴守稲荷周辺には

行楽地として競馬場まで開場していました「大穴」を狙う方々に大穴祈願の神社として親し

まれたということです。 

次に『八幡神社』と言う神社です。 

宇佐神社・石清水八幡宮を総本社とする八幡神社です。御祭神は八幡神（応神天皇）、比

売神、大帯姫（神功皇后）の三神ですが、応神天皇、神功皇后、仲哀天皇（神功皇后の夫、

応神天皇の父帝）の三神をご祭神としている八幡社も多く存在しています。武芸や勝負運の

御利益があります。八幡神の由来については諸説あり、以下の説があります。 

宇佐氏の氏神信仰を起源とする説 
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朝鮮を起源とする説 

「ヤハタ」がヘブライ語の「ヤフダ」と酷似しているとするユダヤとの関連説などなど…… 

鎌倉の鶴岡八幡宮の由緒も興味深いです。義経と静御前の物語により、鶴岡八幡宮は、『縁

結び』の神様としても有名です。 

・次に『神宮』があります。 

天皇家の祖先神でもあり、日本の稲作文化に欠かせない太陽の女神・最高神の天照大神が祀

られています。『神宮』と言えば伊勢神宮しかありません。この神社は別格なのです。江戸

時代には「男子ならば伊勢神宮と吉原(遊郭)は一度は訪れるべし！」と言われており『伊勢

講』としてお参りに行っていたそうです。これは現在でも日本全国津々浦々『講』を組み参

拝しています。 

『神宮』は２０年に一度『式年遷宮』と言う重儀が有り、内宮・外宮・境内神社・所管社・

摂社・末社等の本殿、祭礼で使用する祭具・装束等、全てを新調していきます。これは一見

すると無駄な様に見えますが、新しくそのままの姿で新しく造り替える事により古来からの

伝統技術が途絶える事無く連綿と将来に亘って受け継がれる事と成るのです。一説によると

師弟に因る伝統技術の伝承は２０年は必要だと言われているそうです。 

外の神社と違って『神宮』においては、御神徳に対して感謝する場で、個人的な祈願は行

われません。 

その中で、個人的なお願いをしても良いところが限られています、内宮の荒祭宮（あらま

つりのみや）・外宮の多賀宮（たかのみや）のみが個人的な願い事を聞き入れてくれる宮と

なっています。 

現在では、『神宮』でも『神楽』と称して別の社殿（神楽殿）に於いて私的な祈願が斎行

されています。 

ちなみに、「神明宮」の「神明」というのは、伊勢から勧請(かんじょう)したことを表し

ます。勧請というのは仏教用語で、日本において仏神の霊や像を寺社に新たに迎えて奉安す

ることを言います。 

・次に菅原道真を祭神とする『天満神社』です。『天満宮』とも言います。 

菅原道真は右大臣として政権の中枢にいた人物でもありますが、藤原氏の恨み妬みを買い、

讒言され地方に左遷されて非業の死を迎えました。 

菅原道真の怨念が雷神と結び付けられ天神様としての信仰が全国にひろまることになり

ました。平将門、崇徳天皇と同じく三大怨霊の一人とされています。 

神道思想では、非業な死を遂げた人たちを怨霊として恭しく祀ることで、負のパワーの力

強さを保ったまま大いなる守護霊に変換されると解するのです。このように怨霊を祀った神

社を御霊神社（ごりょうじんじゃ）と言います。 

菅原道真は学問の道を究めており、技芸学問に絶大な神徳が有る事から多くの受験生が参

拝に訪れます。菅原道真の有名な詩として『東風（こち）ふかば匂ひおこせよ梅の花 ある

じなしとて春な忘れそ』が有ります。 

学問の神様としての性格だけでなく由緒等を学ぶことにより天満宮の謂れを深く知る事
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と成ると思います。 

・次に『春日大社・鹿島神社・香取神社』があります。 

『縁結び』や『夫婦円満』がご利益というのが有名です。春日大社の始まりは、平城京を

守るためだったということです。天智天皇が奈良に『平城京』を作り、それを守る山として

三笠山に「春日の神」と呼んでいた神様を祀りました。この神様は、元々は、藤原氏の守り

神や一族の祖先として崇拝していた氏神様だったのです。 

記紀神話に登場し『国譲り』の功労者でもある『武甕槌命(たけみかずちのみこと)』とい

い、その神様が持っていた神剣である『経津主神（ふつぬしのかみ）』を祀りました。前者

は鹿島神宮、後者は香取神宮に祀られていたのを、２柱の神として呼び寄せたのが春日大社

ということになります。『式年造替（しきねんぞうたい）』と言われる２０年に１度の大修理

では、国宝・本殿の柱などを彩る本朱（水銀朱）の塗り替え作業が行われます。春日大社と

いえば色鮮やかな朱色。本殿には貴重な本朱が１００％使われているそうです。『神宮』と

同様に、文化遺産である神社を連綿と当時の姿のままに残していくには、職人たちや材料・

道具が変わっていく中でいかに変えない努力をしていくかが大切な事で、このように考える

事により、子々孫々受け継がれ、守られていることを改めて実感すると思います。 

・最後に『熊野神社』があります。 

『熊野三山』と呼ばれ『熊野本宮大社（くまのほんぐうたいしゃ）』『熊野速玉大社（くま

のはやたまたいしゃ）』『熊野那智大社（くまのなちたいしゃ）』の３社で構成されています。

この三社のある熊野の地は、都から遠く、古代から神秘な霊地と考えられていました。 

平安時代になると、山岳仏教が発達し、修験道は金峰山・大峰山を越えて熊野に入り、熊

野は修験の道場となっていきました。 

『神仏習合』思想である『本地垂迹（ほんちすいじゃく）』思想の隆盛によって、熊野の

仏教化はいっそう進み、熊野の祭神の本地仏が定められていきました。それによれば、熊野

本宮大社の祭神である家都御子（けつみこ）大神が阿弥陀如来に、熊野速玉大社の祭神速玉

大神が薬師如来に、熊野那智大社の祭神夫須美（ふすみ）大神が千手観音とされています。

これによって本宮が西方極楽浄土に、新宮が東方瑠璃光浄土に、那智が補陀落浄土に見なさ

れ、人びとの信仰がますます深まっていきました。こうして熊野信仰は、院政時代に隆盛を

きわめ、上皇をはじめ女院や公卿らの参詣があいつぎ、鎌倉時代になると武家から一般庶民

に至るまで、現世安穏と後世極楽を願って多くの人々が参詣するようになりました。このよ

うな様をたとえて「蟻の熊野詣」といわれるほど盛んになりました。 

・外に恵比須祭を斎行する『西宮神社』・『恵比寿神社』もあります。 

上記の様に有名な神社を説明してきましたが、色々な有名・無名の神社を参詣して行って、

それらの神社の詳しい内容、例えば信仰内容・御神徳の違い・地域の特色等を学ぶことによ

りより深く日本人としてのアイデンティティが学べることと思います。 

以上が大まかな神社の概要を述べてきました。 

 

『神社』をとおして何を学んで行ったら良いのでしょうか。 
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日本全国には、8万社以上もあると言われるように数多く神社があります。この数はコン

ビニエンスストアよりも多いとされています。日本人にとりなじみの深い『神社』に触れる

ことで、色々な仕来りなどの日本人に根座している生活習慣、日本人として来歴（ルーツ）、

意味、歴史、歴価値、その神社が鎮座する地域の歴史の歩み等、が分って行くようになり、

それに応じて先人の知恵を学びながら、後世にその思想を伝えていくことが出来るようにな

り、未来の日本人を形作る事に成ると思います。 

一つの神社に関して意識を深める契機として「御朱印帳」があります。現在のインターネ

ットの発達した状況では高値売買等の弊害が出てきています。これは論外ですが、あくまで

も御朱印を受けることにより神社の由緒・歴史・神社の存在意義などの事柄に対する関心が

深まる事と成ります。関心が深まったならよりよく勉強しようとの意識が出て来るようにな

ると思います。 

「聖地」「パワースポット」ブームが続くなか、中高年層はもちろん、20〜30代女性を中

心とする幅広い層が注目するようになりました。しかし、多くの場合は、充分な基礎知識も

無いままになんとなく神社を参り、なんとなく「癒し」を感じて、その魅力のほんの一部に

しか気づいていないのが現状です。それだけでも大切な事ではありますが、万物に八百万の

神々を感じる日本特有の自然観を形づくり、その象徴として愛され続けてきた神社、歴史的

背景や神話などを効果的に交えながら学んでゆく事が最も大切な事です。 

色々な手段を講じて神社に関して学んで行く事に因って大事なことが学んで行けるよう

に成る事と思います。 

日本人のアイデンティティである事の礎である『神道』には、他の宗教と異なり、威圧的

な所は無く、『自然崇拝』的な信仰形態が日本人の信仰形態です。西洋的な言い方では『ア

ニミズム』、『精霊信仰』、日本的な言い方では『やおよろずの神』（多神教）と言われる所以

です。これらは、日本人の最も得意とする所であり、色々な信仰の良いところを取捨選択し

て形作られています。 

日本人として現在まで大切に思っている「祖先崇拝」の考え方も忘れてはなりません。私

たちの生活において、お彼岸・お盆・毎日仏壇に手を合わせるなど、先祖をとても大切にす

る習慣があります。そして、自分の子孫が脈々とその血筋を受け継いでいくこと・血を絶や

さないことこそ、先祖供養であり子孫の務めだと考えて来ました。また、現世で善い行いを

した人も(祟り神も)神として祀ることで、子孫繁栄を願う守り神となります。全てが循環し

ているのです。自然も神であり、全ての人々も神様であり、それらが共に支えあっています。

全てのものと共生し、一体化していくことこそ私たち日本人が美しいと感じる世界観である

と思われます。 

生活で接する全てのもので「神のはたらきを感じる」ものを崇拝の対象とし、私たちに大

きな力を与えてくれる人知を超えた智慧が感じられれば、それを「神」としています。神道

の精神は、様々な違う力を持つ神々に、どのように力を借りるかということを考えるもので

あり、「日頃の行いそのものに神が宿ると考える」ことでもあります。 

西洋文明では、自然は征服する対象であり闘うものだという思想があるが、日本では自然は
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神であり祈りをささげ共存する存在です。 

確かに人間は高度な文明を築いてきましたが、ここのところ多発している異常気象・自然

災害には酷いものがあります。人間の傲りをいかになくしていき、謙虚さを取り戻すかを学

んで行く一つの機縁として『神社』と言う存在があります。 

自然と一体化し、自然と共存していくことが世界を救う事に成りそうな今後は、神道思想が

世界的に見直されることと思われます。 

神社参拝で意識したい事として、神社に参る時は、神社への敬意、神様への敬意、そして

そこで働く人たちへの敬意をもって参拝しなければならないと思います。そして、ただ単に

参るのではなく習慣として参って行った方が良いと思います。そして定期的に心を込めて神

社を参る事により、日本人としてのアイデンティティ・感性が育まれる事に成ります。 

神社について学ぶことは、幅広い歴史を学ぶことでもあります。自分たちが生きている時代

より遥か昔のことを知ることで「歴史感覚」を育むことができます。そして、その歴史感覚

はきっと、これからの人々にとり視野を広げてくれる事に成ると思います。自分の存在を、

現代に突然生まれた「点」としての生命として捉えるか。長い長い歴史を経た流れの中で生

まれた「連続体」としての生命と捉えるのか。 

「連綿と続く日本史（地球史）があって、今回の自分の人生もその途上にあるのだ」とい

う感覚が普通にあれば、目の前の問題や困難に対する気構えも変わってくるかと思います。

何事も時空を超えた大きな視点で捉えることができると思われます。 

日本全国に 8万社以上もあるという神社。きっとみなさんの生活範囲のそこかしこに神様

を祀り、その土地を守ってくださる神社が存在するに違いないと思います。小さなころ、神

社で遊んだ記憶のある方も多いのではないでしょうか。どこにでもある、昔からある、それ

は僕らの暮らしの中に当たり前に存在する祈りの地。でもその割にはそこで祀られてきた神

様のことや、なぜそこで祀られ始めたのかという本質的なことに思いを馳せる方は意外と少

ない。そもそも神社とは建物のことを表すのではなく、その土地の神様のおわす杜（もり）

のことを言い表し、ご利益やご利益をいただく場所ではなく、日々の感謝と自身の誓いを立

てる場所です。 

令和の新時代の到来とともに、いまこそ日本の神々への思いを新たにすべきだと思います。

昨今の日本伝統美術やその自然観への注目とともに、日本にすむ私たちこそがその魅力を認

識し、パワースポットという言葉では括りきれない祈りの地への感謝と畏怖を学ばなければ

いけないと思います。 

鎮守の森に囲まれた神社は、たとえそれが都市にあっても、自然との繋がりを体感できる、

みんなに開かれた空間です。神社と神々が紡いできた物語は、季節の行事や慣習として私た

ちの生活の中に溶け込んでいます。それは普遍的で本質的な価値であり、世界中で求められ

ている新たなライフスタイルにも通じるものなのです。 

それぞれどのような神様を祀り、どのような伝承があるのか。神社についての基礎知識を

意識するだけで、見るもの、感じるものが全然違ってきます。それまで漠然としていた「八

百万の神々」を感じ、自然と共存する日本人ならではの感覚も、はじめて実感することが出
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来ると思います。 

 

以上、つたない説明でしたが、終わります。ご清聴ありがとうございました。 

 


