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主催 日本山岳修験学会・同第 42 回飯田学術大会実行委員会 
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  日本山岳修験学会会員 各位 

 

                        日本山岳修験学会会長  慶應義塾大学名誉教授  鈴木 正崇 

                        第 42 回飯田学術大会実行委員長  

柳田國男記念伊那民俗学研究所長 小川直之 

 

拝啓 

 新緑の候、皆様方におかれましては、御健勝のことと存じます。 

 さて、2022 年度の日本山岳修験学会学術大会は、長野県飯田市で、2022 年 10 月 22 日（土）から 10 月 24 日（月）

にかけて開催します。 

 天竜川水系に位置する飯田市と周辺地域はその大半が山間地に立地し、市街隣接地には白山信仰の拠点である風越山

があります。また、三遠南信地方の遠山の霜月祭、天龍村の霜月神楽など、修験道との関わりがある神事芸能などが色

濃く伝えられています。 

こうした多様な山岳信仰・修験道の文化を伝える飯田市で大会を開催いたしますので、多くの会員の皆様にご参加い

ただきたく存じます。 

つきましては、下記大会要領をご確認の上、6 月 30 日（木）までにお申し込みくださいますようお願い申し上げます。 

 今大会は、対面での開催を基本としますが、遠方にお住まい等のご事情で会場参加できない方のために、また新型コ

ロナウイルス感染症を考慮して、オンラインで講演・研究発表・総会を視聴できるようにいたします（You Tube による 

live 配信）。ただし、大会会場の設備等の関係から、あくまで「視聴のみ」とし、オンラインでの研究発表や発表に対す

る質問はできませんことご了承ください。 

なお、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、大会準備を進めてまいりますが、長野県ならびに飯田市の

感染対策防止基準（ガイドライン）に従っての開催となりますので、開催が困難になった場合については、別途お知ら

せを差し上げます。 

敬具 
 

大 会 要 領 

 
【日程】  2022年 10月 22日（土）～24日（月） 

【会場】  飯田市鼎文化センター ホール（飯田市鼎 1339番地 5） 

  1日目 （午後）開会式・研究発表・合同会議／役員会 

  2日目 （午前）研究発表会 （午後）公開講演・ディスカッション・総会 

  3日目 巡見（見学会） A・B・Cの 3コース 

 

第 1日目：10月 22日（土）13時 30分開始（13時から開場、受付開始）      会場：飯田市鼎文化センター ホール  

※収容最大 599人のところ、定員を 295人に設定しています。 

 

◆ 開会式（13時 30分から） 

挨拶（日本山岳修験学会会長、大会実行委員長、来賓） 

◆ 研究発表（13時 50分から） 

1 人あたり 20 分・質疑応答 5分 ×6 人を予定 

 

◇ 第 41回大会実行委員会・日本山岳修験学会役員合同会議及び日本山岳修験学会役員会 

（18時から、会場：飯田市市鼎文化センター 会議室） 

 

第 2日目：10月 23日（日）午前 9時 30分から                             会場：飯田市鼎文化センター ホール 

 

◆ 研究発表（9時 30分から） 

1 人あたり 20 分・質疑応答 5分 ×6 人を予定 



◆ 公開講演（13時 30分から） 

テーマ：天竜川水系における山岳信仰と修験道 

 講 演 1：山岳信仰伝承と景観－虚空蔵山を中心に－   講師：笹本正治氏（長野県立歴史館特別館長） 

 講 演 2：東山道と南信州の顕密寺院          講師：織田顕行氏（飯田市美術博物館学芸員） 

講 演 3：遠山霜月祭にみる修験的儀礼と信仰      講師：櫻井弘人氏（國學院大學兼任講師・伊那民俗学研究所） 

  質疑応答・ディスカッション 

 司  会：西海賢二氏（東京家政学院大学名誉教授） 

 コメント：阿部泰郎氏（龍谷大学教授） 

      牛山佳幸氏（信州大学名誉教授） 

 

◆ 総 会（18時から） 

 

※例年実施しております懇親会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止といたします。 

 

第 3日目：10月 24日（月） 

◆ 見学会 Ａコース 

（雨天中止 *申込人数により代替コースを検討致します。第２回目のご案内でお知らせいたします。） 

Ｂ・Ｃコース（雨天でも実施・貸し切りバス移動） 長距離の徒歩移動はありません。 

※Ｂ・Ｃコースの定員はバスの定員の半分程度としています。内容や時間等が変更になる場合もあります。 

 

A コース〈白山信仰の山 風越山（権現山）登拝〉 定員 15 名 

 8：15白山社里宮集合（Ｈシルク 8:00 発） 

白山社里宮 → 六番観音（＊ここまで車乗合せ）→ お滝場 → 石灯籠 → 延命水 → 虚空蔵（行・小休止）→ 一の鳥居 

→ 白山社奥社（行・昼食）→ 白山社奥社出発 → 虚空蔵 → 六番観音（＊ここから車乗合せ）→ 白山社里宮解散

（15:20 予定）→（Ｈホテル・JR 飯田駅 15:30）   

※飯田市のシンボル風越山（1535.1ｍ）の山頂近くに建つ白山社奥社（1460ｍ）に、行者とともに登拝しま

す。出発地点の白山社里宮（570ｍ）から六番観音までは車分乗、六番観音（730ｍ）から白山社奥社までは徒

歩となります。途中の虚空蔵（1130ｍ）で引き返すことは可能です（Ａ-2 コース）。 

※白山社里宮には駐車場があります。車のない方は飯田駅より車での送迎を予定しています。 

※弁当･水筒は各自で用意。登山用の身支度（靴・防寒具、念のため雨具も）でご参加ください。 

 

B コース〈東山道と南信州の顕密寺院〉 定員 20 名 

 9：00 （Ｈシルク）集合 

  光明寺（飯田市）→立石寺（飯田市） →元善光寺（飯田市） →（昼食） → 瑠璃寺（高森町） → Ｈシルク・JR 飯

田駅（15:00 予定） 

 

C コース〈遠山霜月祭の伝承地〉 定員 20 名 

 8：45 （JR 飯田駅）集合 

  上町正八幡宮・まつり伝承館天伯（飯田市上村） → 木沢八幡神社・木沢集落（飯田市南信濃 以下同） → 遠山郷

土館（昼食）・龍渕寺 →和田諏訪神社 → 八重河内八幡社 →Ｈホテル・ JR 飯田駅（15:00 予定） 

 

※各コースの受付は先着順になります。万一ご希望に添えない場合は、事務局から直接お知らせいたしますので、御了

承ください。なお、貸し切りバスを利用するため、お申し込み後のコース変更は御遠慮ください。 

 

大会参加と研究発表の申し込みについて ※webによる申し込みとなります。 

日本山岳修験学会飯田学術大会参加申し込みフォームにアクセスしていただき（別紙「web 総会表決／飯田学術大会

参加申込フォームへのアクセス方法」参照）、必要事項をご入力のうえ送信してください。ご登録のメールアドレスに確

認のメールが届きましたら申込完了となります。大会参加・研究発表とも 6 日 30 日（木）までにお申し込みください。

パソコン、インターネット環境がない等、web での申込ができない場合は、学会事務局までメール、お電話でお申し込

みください。 

会場参加の方には、第 2 回御案内を 2022 年 9月上旬に郵送いたします。 

オンライン参加の方には、第２回の御案内を、申込フォームにご入力いただいた連絡先メールアドレスへお送りいた

します（郵送でのご案内は致しません）。 

 大会参加諸費用の振り込み先は、第 2 回御案内でお知らせいたしますので、お待ちください。 

なお、コロナの関係で会場人数を把握する必要がありますため、会場への当日参加は認めません。参加は、事前申し

込みのみとし、期日までに大会費用をお支払いいただいた会員に限ります。 

研究発表は、会場発表に限ります。また、発表要旨を 2022 年 8 月 31 日（水）必着で送付できる方に限らせていただ

きます。研究発表の可否、発表日については、7 月下旬に実行委員会よりメールにてお知らせいたします。その際、発

表要旨やデータの提出方法等につきまして御案内いたします。 



 

【費用（お一人）】※お支払い方法については、第２回の御案内でお知らせします。 

〇大会参加費（会場参加・オンライン参加ともに）2,000円 

＊1 日のみ、巡見のみの御参加でも必ず大会参加費 2,000 円が必要となります。 

＊会場参加者には、当日資料集を配布いたします。 

＊オンライン参加者には、大会資料集や当日配布資料を大会前に PDF にてお送りいたします。 

〇2 日目弁当代（希望者のみ）1000 円 

＊会場周辺（徒歩圏内）にスーパー（100ｍ）、食堂（直近 250ｍ）があります。 

〇巡見参加費 Ａコース 1,500 円（弁当は各自で用意してください）  

Ｂ・Ｃコース 3,500 円（観覧料等・昼食代を含みます） 

＊巡見は新型コロナウィルス感染症対策のため定員を設定しております関係で、参加は会員のみとさせていただきま

す。 

 

宿泊について 

会場まで送迎付きの「シルクホテルアネックス」および「シルクホテル」をご案内いたします。㈱南信州観光公社に

より宿泊手配いたします。ご希望の方は、下記「宿泊専用申込フォーム」よりお申込みください（９月１０日申込締

切。ただし、部屋数に限りがありますのでお早目のご予約をお勧めいたします）。宿泊費お支払いは、申込締切後、㈱南

信州観光公社よりご案内いたします。 

施設名 部屋タイプ 料金 １泊朝食付 料金 １泊食事なし 

１．シルクホテルアネックス シングル(禁煙) ￥9,000税込 \7,200税込 

２．シルクホテル レギュラーシングル(禁煙) ￥9,220税込 \7,420税込 

※お部屋はすべて「禁煙」です。 

※シルクホテルアネックスが満室になった場合は、シルクホテルに変更させていただきます。 

※ツインをご希望の場合は、申込フォーム「備考欄」に「ツイン希望」とご入力ください。ただし、ツインの部屋数は

少ないのでご希望に添えない場合がございます。 

※キャンセル料は宿泊日の２１日前からかかります。 

 

■「宿泊専用申込フォーム」から申込 

 

URL：https://ws.formzu.net/fgen/S79713556/ 

 

 

■ファックスで申込。 

以下①～⑪を適当な用紙にご記入の上、㈱南信州観光公社（ＦＡＸ 0265-28-1748）まで送信してください。 

 

 

 

 

 

なお、ＪＲ飯田駅周辺の飯田市街地や IC 飯田周辺にも宿泊施設があります。飯田市のサイト「南信州ナビ」等を参考

にされ、各自で予約いただいても結構です。    〇南信州ナビ： http://msnav.com/navi/stay 

 

会場までの交通について 

JR 鼎駅（JR 飯田駅の隣の駅）より会場まで徒歩 3 分。JR 飯田駅と会場を結ぶ市民バスもありますが、便が大変限られ

ます。会場には駐車場があります。初日終了時・2 日目朝・夕はＨシルクの送迎バスを検討中です。詳細は第 2 回御案

内でお知らせします。 

 

 

コロナ感染状況での参加と開催について 

現在も新型コロナウイルスの感染が収束しない状況にありますので、ご参加にあたってはご自身の体調に気をつけ、感

染対策の十分にご配慮ください。 

感染状況によっては、大会の内容や開催方法に変更が生じることもありえますのでご承知ください。 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 日本山岳修験学会事務局 担当：山口 
〒141-8602 東京都品川区大崎 4-2-16 立正大学２号館６階 時枝研究室内 
電話：080-7506-0899（学会専用携帯電話番号） 
E-mail：sangakushugen@gmail.com ＊開室時間は原則毎週土曜日の 10：30～16：00 です。 

①学会名・②氏名・③ふりがな・④性別・⑤住所・⑥連絡の通じる電話番号・⑦メールアドレス・⑧チェック

イン日・⑨チェックアウト日・⑩朝食の希望・⑪２室以上申しむ場合は、宿泊者の氏名 

「宿泊専用申込フォーム」QR コード 

http://msnav.com/navi/stay
mailto:sangakushugen@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

日本山岳修験学会のホームページ（TOP ページに URL 掲載）からアクセスできます。 

 

スマートフォンの場合は右の QR コードからもアクセスできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）左のような入力フォーム画面が

出てきますので、順にご入力くださ

い。「必須」とある項目は必ず入力し

てください。飯田学術大会へ参加申

込されない方は、「参加しない」にチ

ェックし、web総会表決と名簿作成情

報提供フォームに入力してくださ

い。 

 

（3）入力を終えたら、個人情報の項

目を確認のいただき、一番下にある

「内容確認画面へ」を押します。 

 

（4）内容確認画面に誤りがない場合

は、「送信する」ボタンを押して「受

付完了」となります（誤りがある場

合は「前に戻る」ボタンを押して修

正してください）。 

 

（5）登録いただいたメールアドレス

宛に「【日本山岳修験学会】総会表決

／大会参加申込／名簿情報提供フォ

ーム」ご入力ありがとうございまし

た」というメールが届きましたら完

了です。 

総会表決／大会参加申込／名簿情報提供フォームへのアクセス方法 

 

（1）URL にアクセスしてください。 

URL：https://ws.formzu.net/fgen/S24649602/ 

 

https://ws.formzu.net/fgen/S24649602/

