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岩村 の歴史シ リーズそ のⅢと
して︑ 神奈地祇 神社と︑ 津野神
社につ いて述べ た︒今回 は私の
生まれ 育った堀 ノ内部落 にある
神社の 内︑二社 について 述べて
みたい ︒堀ノ内 部落には 五社の
小さな 神社があ り︑まと めて小
宮様と して部落 住民が輪 番でそ
のお当 屋を務め ︑夏秋の 祭りを
行って いる︒
◎賽 の神
堀ノ 内の今井 商店北側 の四辻
を東に 向かうと ︑直ぐ堀 ノ内公
民館が あるが︑ その北側 の市道

を三〜 四百メー トル行く と︑福
船部落 との境あ たり︑道 の南側
に賽の 神という 小社があ る︒現
在は瓦 で造った 本当に小 さなお
宮さん だが︑私 たちが子 供の時
は︑本 殿・拝殿 のある小 宮様の
中では 一番大き な神社で ︑夏祭
りには 子供達が 提灯をつ け花火
をあげ た︒又秋 には境内 に土俵
場を作 り奉納の 相撲大会 をやっ
たもの である︒ 賽の神と はそも
そも何 を祀る神 であろう か︒時
代は遠 く神話の 世界に遡 る︒日
本の国 生みや︑ あらゆる 神を生
んだの は︑伊邪 那岐命・ 伊邪那
美命の 夫婦神と されるが 伊邪那
美が最 後に火の 神を産ん だため
に﹁ほ と﹂が焼 けただれ 死んで
しまい ︑黄泉の 国に行っ てしま

う︒伊 邪那岐は どうして も死ん
だ妻に 逢いたく て︑あの 世まで
探しに 行く︒伊 邪那美が ︑岩の
戸の向 こうから ﹁あの世 の汚れ
たもの を食べた 私を絶対 見ない
で﹂と 懇願する が︑見る なと言
われれ ば余計見 たくなり 岩をこ
じ開け て見てし まう︒全 身にウ
ジが湧 いた二目 と見られ ない戯
れた姿 ︑ギャツ と驚いて 逃げ出
すが︑ ﹁見るな と言うの に見た
な！﹂ と怒った 伊邪那美 は︑地
獄の悪 霊どもを 引き連れ 追いか
けて来 る︒一生 懸命逃げ ながら
恐ろし さの余り ︑持って いた杖
を放り 投げる︒
それ によって 悪霊を追 い払い
この世 に帰るこ とが出来 た︒こ
の杖か ら成り出 た神が賽 の神と
される ︒国境で 邪悪の侵 入を防
ぐ神︑ 旅立ちの 前途の安 全を守
る神と される︒ ご利益と して杖
の神で あること から︑足 腰の痛
み︑ま た何故か 良縁・出 産・夫
婦円満 にも良い と言われ る︒
◎神 明宮
堀ノ 内公民館 東南の︑ 尼井川
東岸に ある︒天 照大神を 祀る︒
昔誰か が伊勢神 宮から勧 請した
もので あろう︒
クロガネモチの木
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この 社殿の前 の川縁に ︑かな
り遠く からでも 見える大 木があ
る︒ク ロガネモ チの木で ある︒

ク ロガ ネ モチ の木

樹勢も 盛んで樹 齢も三百 年位は
たって いる︒目 通りの回 りは三
メート ル近い︒ このクロ ガネモ
チに寄 り添うよ うに︑杉 の古木
がたっ ている︒ 離れて見 るとク
ロガネ モチのそ ばに杉の 木があ
るよう に見える が︑そば に行く
となん とクロガ ネモチの 根に近
い幹部 に完全に 抱かれた 形で寄
生して いる︒こ の杉も樹 齢は相
当なも のである ︒クロガ ネモチ
に抱か れた杉の 根元に近 い辺り
に杉の 木の寄生 植物とし て︑セ
ンダン の木が生 え︑既に 二メー
トル近 く伸びて いる︒父 親クロ
ガネモ チ︑母親 杉︑その 子供セ
ンダン の感さえ ある︒
こ の 神 明 宮 に 参 拝 す ること
で︑夫 婦和合︑ 子宝にも 恵まれ
る と の ご 利 益 が あ り は しない
か︑と 言う楽し い夢を抱 かせら
れる神 明宮であ る︒
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