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（ＣＭ）神戸で乗って一番楽しいタクシーそれはペリーヌタクシーです。優しさと安全・安心を乗せ
て走ります。観光・ゼミ・研修・福祉輸送等乗れば心温まり、思わず笑みが浮かぶ、心を結び、出会
いを作るタクシーです。本日は誇りと信頼の良質なサービスを提供するペリーヌタクシー様
（電話０７８－５２１－００４６）の御協力を頂きました。
（ＣＭ）今年創業 91 周年を迎えたエキストラコーヒーでは、6 月 2，3，4 日の 3 日間、恒例のサ
マーセールを行います。コーヒー・紅茶が半額の他、サッカ―ワールドカップ参加国にちなんだ幻の
スペシャリティーコーヒーや、食品・器具も特別価格で販売いたします。是非、お立ち寄りください。
本日はエキストラコーヒー株式会社様（TEL 078-671-0135)の御協力を頂きました。
１．オープニング
急に気温が上がり熱中症のニュースが報道されています。60 代の女性で、家で熱中症にかかり 3 日
間点滴をし、その後 1 ヶ月間は激しい運動を制限された人を知っています。かりんさんのご主人も 40
代の時にテニスの合宿で熱中症になり、汗が止まり、発熱、1 泊 2 日入院し退院したが、翌日軽い脳梗
塞で再入院しました。点滴の水分補給ではもとの状態に戻らないので、脳梗塞の危険が高いそうです。
１．ゲストコーナ（１）：駒林神社 禰宜 中山直紀さん
禰宜は宮司の下の役職名である。幼稚園の頃から神主
になるつもりであった。中学 2 年生の時に阪神大震災が
発生し、将来どうするかを考え決心した。家業が神主で
あったのでこの仕事しかないと思っていた。震災で壊れ
そのまま無くなってしまうのが寂しく、続けていきたい
と思った。友達からもそのような目で見られていた。
駒林神社の由緒は、創建は非常に古いと伝わっている
が正確な時期は明確ではない。1000 年以上前の平安時
代には間違いなくあったと考えられている。神社付近は
元々大陸との貿易を行う港があり、中央の出張所である入国管理の役目をもつ玄幡寮があり、その中で
お祀りされていたのが始まり。
治承 2 年（1178 年）平清盛が上陸したという言い伝え、
延元元年（1336
1

年）足利尊氏が西国敗走の際に参詣し、詩を一句詠まれている。

今むかふ 方は明石の 浦ながら まだ晴れやらぬ 我が重ひかな
長田神社周辺の集落と同じくらいの古い時期から存在して
いた村である。漁村、貿易ということで海とは切っても
切れない繋がりがある。
駒林神社の名前になったのは大正 13 年（1924 年）で
この地域の昔からの駒林村の地名から名付けたと考えられ、
村内にあったいくつかのお宮さんを今の場所に合祀した村
の神社である。
昭和 63 年（1988 年）4 月 30 日、小学校 2 年生で運動会の日の早朝に、神社が燃えているとの
連絡があり、放火で社殿が全焼した。4 日後の 5 月 3 日に始まる年中祭儀を前に、準備が終わってい
る状況で全焼したので、全ての道具が焼失し大損失を蒙った。急遽境内でテントを張り行った。翌年平
成元年 5 月 3 日に再興し、今年 25 年を迎えた。平成に入り初めて建った神社である。とても立派な
屋根の形状をしており、焼失前の形を再現するようにした。焼けた部分を持ち帰り、その通りに再現す
るようにした。敷地の割には大きな拝殿になっている。
平成 7 年（1995 年）の阪神大震災では、放火で燃え
なかった所が古かったので、社務所、荒神さんなどの末社
が全壊し、拝殿も傾いた。同年拝殿を復旧、社務所は平成
10 年に再建した。震災の翌日から厄神さんがはじまる予
定であったが、お祭りが出来なかった事が大打撃であった。
厄神さんの最中でなかったのが不幸中の幸いと考えている。
大鳥居は昨年 10 月にようやく復興できた。
1 月 15 日の左義長祭は、現在は神事として神主による
お祭りをしているだけである。左義長祭は一般にはとんど祭りと言って、正月の書き初めを焼いたりす
るが、駒林ではその年の漁の網入れの優先権をかけて、生活のかかった真剣な東西の争いが行われたも
ので、村を挙げての盛大な祭りであった。始まったのは永延２年（988 年）、東西２基のお山、行司役
として駒林神社からお山が１基でて、竹で建てたものと足場を木で組んだ東西のお山の上に１～２人の
人が乗り、ぶつけ合い、倒して日の丸の扇子を奪った方が勝ちになる。25ｍ程の高さがあり、高い所
は竹、笹で作られている。そのあとお山を炊き上げ灰を持ち帰り、家の四隅において守ってもらう。東
西は 1～3 丁目と 4～6 丁目に分かれる。東西を越えて嫁いでいる場合、当日実家に帰される。ただで
返すとケチと思われるので大量の土産を持って帰らせていた。砂浜があったので出来たお祭りで、それ
でも死人が出たこともあり、昭和 34 年（1959 年）を最後に終わり、長田港の開発が始まった。
旧暦の 1 月 15 日の左義長祭が終わると、いかなご漁が始まる。発祥の地は垂水か駒林かという議論
があるが、成長した「ふるせ」は五寸釘に似ているので、くぎ煮といわれている。大鳥居が復興した時、
くぎ煮発祥の地という石碑を大鳥居の横に設置した。一般に出回っているのは「しんこ」と言われる。
２．ミュージック：さとうきび畑（寺島夕紗子）
この曲は寺島尚彦さん作詞作曲で、1964 年、寺島さんが、歌手・石井好子の伴奏者として本土復帰
前の沖縄を訪問した際、摩文仁の丘を観光して着想した作品。第二次世界大戦末期の沖縄戦で戦死した
人々が眠る、夏のさとうきび畑に流れる風の音が繰り返されています。全部で 11 連からなり、通して
歌うと 11 分近くを要する。ソプラノ歌手で娘さんの寺島夕紗子さんが歌っています。
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３．ゲストコーナ（２）：
厄除けペンダント「ひみこ」：駒林神社のオリジナルで、あ
りとあらゆる厄除けに良い物を詰め込み、作れる人が一人しか
おられないので、数も限定している。喜びの意味のある柿の木
で作った台座に六芒星（魔除けと調和）を乗せ、爆裂水晶を中
心に配置し、首提げ紐は麻紐（ヘンプコード）で出来ており、
厄除けに良いと言われる 7 色であしらっている。一つひとつ手
作りで、普段は神棚に奉斎し、いざという時に服の内側に身に
つける。紐が切れるなどの支障がない限り、子々孫々にまで受
け継ぐためのお守りである。
厄除け鉄人絵馬：鉄人 28 号のモニュメントが建っている場
所は、駒林神社の氏子地域の北端で、鉄人は長田区から特別住
民票が交付されている。鉄人 28 号の地鎮祭は駒林神社が行っ
た。このようなことから祈願するための絵馬として出来あがっ
た。デザインは、絵馬の右端の鉄人と左端の左義長のお山が、
中央のお日様（日本人）守っている図案になっている。昨年よ
り社務所の上にその年の干支の入った巨大絵馬を掲げている。
コスメル at NAGATA〜旧二葉小学校：新長田南地区では
ポップカルチャーと言う名前で、アニメ、ゲーム、漫画などで
街おこしが始まっている。旧二葉小学校（地域人材支援センタ
ー）では、月に一度 2 日間コスプレイベントが開催されており、
大正筋、六間道商店街で撮影しても良い事になっている。コス
プレイベントは通常は会場内で行われる。このようなイベント
は駒林神社で行えばきっと喜んでもらえると思い、宮司と協議
の結果、主催者に連絡し、お参りした時の記念撮影として実施
させて頂くこととなった。
コスメルは会社名、イベント名。神社に来てもらうと初めに
鉄人絵馬を受けてもらい（神社に供えてもらう）
、撮影させて
もらうという意味を込めてお参りしてもらい、お参りした記念
撮影という位置付けでコスプレイヤーを受け入れている。若い
人が神社に来てもらえる機会が毎月生まれ、神社としても厄除
けのことなど話が出来る機会になり、中山さんもアニメ大好き
人間なので押しつけにならないよう対応している。
若い人から、なんでそんなにアニメが詳しいのですかと聞かれ
る事がある。コスプレ神社、オタク神主がいる神社などとネッ
トで言われている。元は旧二葉小学校で撮るのが目的であった
が、神社で撮るのを目的に来る若者がいる。わざわざ東京から
来る人もいる。町全体で取り組んでいるイベントに神社も参加
出来るやり方が良いと考えている。ある程度地域貢献が出来て
いれば良いと思っている。
イベント開催日は第 3 の土、日で、5 月はゴールデンウイー
クがあり、4～6 日の 3 日間が追加になり、1 か月で 50 人以
上の若者がお参りに来てくれた。先日の日曜日はびっくりする
ような団体が来て、ＨＰ、ブログもにぎわっている。若者が自
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「駒林神社かわら版」より

分のブログなどに投稿してくれるので、駒林神社の名前が少しずつ拡散していると思っている。今後は
駒林神社が聖地になれるよう取り組みたい。
若い人の反応は、今までは出来なかった神社で撮れるのはうれしい、最近は未来の話でも神社が出て
くるので、そのような場所で写真が撮れること、妖怪は神社が必須であり、神社で撮る写真は雰囲気の
全く異なったものになるといった理由で喜ばれている。コスプレ－ヤーは自分達がどのような事をして
いるかわかった上で、こんな恰好で街を歩くのでという気持ちを持っているので、参拝者の迷惑になら
ないように丁寧に対応してくれている。中山さんはコスプレーヤーのために、自宅から木刀（アニメの
小道具）を持ってきたり、雨の日は祭典用の傘を写真撮影用に貸している。
４．こぼれた話、こぼれなかった話：学校におけるいじめ防止対策はどうなっているか
（１）作年６月、
「いじめ防止対策推進法」が公布されました。国や県市や学校に基本方針策定や施策、
措置など決められました。主な対策について紹介します。
（２）的確・迅速な情報提供、協力体制の構築。
気づきにくい生徒の異変をキャッチし迅速に対応するため、日頃から関係機関の連携による情報の共
有が重要です。兵庫県では、昨年５月に、県や市町教育委員会、学校、警察、法務局、関係知事部局で
構成する「いじめ対応全県ネットワーク」を立ち上げました。６月には、県の各教育事務所などの出先
機関に「ネットワーク会議」を作り、各市町間のネットワークも設けました。これで、相互連携による
迅速な対応と学校支援体制が充実されました。さらに、小学校から中学校へ、中学校から高校へと、情
報提供や連絡を徹底して、生徒が進級した時点で配慮を要する児童生徒にきめ細かく対応して孤立化を
防ぐねらいです。
（３）相談窓口の充実、専門的・多面的な支援。
早期発見には家庭での気付きと学校との連携が重要です。昨年、全保護者に「いじめ防止啓発チラシ」
、
「相談窓口紹介カード」を配布しました。また２４時間体制で電話相談を受け付ける「ひょうごっ子悩
み相談センター」や県教育事務所に「いじめ体罰相談・通報窓口」をつくりました。いわゆる「ネット
いじめ」の相談も電話やメールで受け付けています。学校だけで解決困難な複雑化した事案などには、
スクール・ソーシャルワーカーなど「学校支援チーム」を派遣します。
（４）教職員の共通理解と対応能力を向上。
教職員の共通理解を徹底して子どもたちへの指導にあたれるよう、
「いじめ対応マニュアル」
（平成１
９年分の改訂版）を全教員に配布しました。いじめ早期発見の手立てや、早期対応のポイントなど、具
体的に示して、コンメンタール、解説書にもなっています。これを教職員一人一人が熟読して、各学校
での校内研修などにも使っています。加えて、学校経営指導員（ベテラン教員ＯＢ）の小中学校への派
遣や、初任者・１０年目・生徒指導担当教員・管理職など段階別に応じた研修を実施し、対応能力の向
上を図っています。また「いじめを許さない人権教育教材（小学校低学年用・高学年用・中学校用）」
を配布し利用を始めています。
感情をコントロールできるようにストレスへの対処法、スマートフォンなどを介したいじめや犯罪へ
の具体的な対処法、原発事故の放射能の影響による差別への正しい情報判断の大切さ、なども入ってい
ます。
（５）滋賀県大津市や、兵庫県内でも問題になった事案があとを絶ちません。この情勢にあって、従来
から言われていたように、家庭と学校、各関係機関の連携、情報の伝達、認識の甘さなどを抜本的に解
決しなければならないことは言うまでもありません。遅きに失したところですが、やっと、本格的にい
じめ防止に有効な対応が取れる体制が整ってきたここ一番に、期待したいと思います。
５．地域瓦版
6 月 7 日（土）
、9：30～15：00、兵庫高校ホームカミングデ 2014ーが武陽ゆ～かり館で開催さ
れます。ＴＶドラマ「生きろ」の上映、製作番組プロデューサーの講演、ＯＢ吹奏楽団のコンサート、
武陽落語会などが予定されています。
6 月 7 日（土）、11：00～14：30、ノエビアスタジアムの見学会（無料）があります。普段見ら
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れない所が見られます。
6 月 7 日（土）
、10：45～13：00、第 10 回 福 原 遷 都 ま つ り 834 年 祭 が平野で開催され、約
200 名方が平安装束を着て歩かれます。

６．来週のゲスト
来月のゲストは、ＮＰＯ法人 J-heritage の前畑温子さんにお越し頂きます。

ゆうかりに乾杯の過去の放送音声と文書化した放送概要は、下記ＵＲＬで視聴いただけます。
http://yukari.hyogo.jp/
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