
   

 

令和４年９月 18日 

第 42 回 日本山岳修験学会 飯田学術大会のご案内（第２回）＜訂正＞ 

 

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 

共催 柳田國男記念伊那民俗学研究所・飯田市・飯田市教育委員会 

後援  南信州広域連合・伊那谷研究団体協議会・南信州文化財の会・伊那史学会・伊那谷地名

研究会・風越山を愛する会 

 

 

日本山岳修験学会会員 各位 

 

日本山岳修験学会長   鈴木 正崇 

  第 42回飯田学術大会実行委員長 小川 直之 

 

拝啓 残暑の候、皆様方におかれましては、ご健勝のことと存じます。 

この度は、日本山岳修験学会飯田学術大会にお申込みいただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

つきましては、同封の「参加申込内容確認書」をご確認いただき、９月 30 日までに大会参加

費等をお振込みください。 

皆様の来町をお待ちしておりますので、お気をつけてお越しください。       敬具 

 

 

  

【問い合わせ先】  

◆第 42 回飯田学術大会実行委員会事務局（柳田國男記念伊那民俗学研究所内  担当：櫻井） 

E メール ： ｉｎａｍｉｎｋｅｎ＋ｓｙｕｇｅｎ@ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ 

◆日本山岳修験学会事務局 担当：山口 

電   話 ： 080-7506-0899（長谷部研究室直通 土曜日のみ開室 10:30～16:00） 

E メール ： sangakushugen@gmail.com 

【大会参加費等の振込について】 

柳田國男記念伊那民俗学研究所（〒395-0034 長野県飯田市追手町 2-655-7） 

【大会参加費等のお振込みについて】 

＜振込期限＞ 令和４年９月 30日(金) 

＜参 加 費＞ 大会：2000円 23 日弁当：1000 円  

巡見：Ａコース 2500 円、Ｂ・Ｃコース 3500円  

＊宿泊代：南信州観光公社を通じてシルクホテルを申込まれた方は公社の案内により振込みください。 

＜振込口座＞ ゆうちょ銀行 118支店 総合口座 37707351 柳田國男記念伊那民俗学研究所  

                    ＊ゆうちょ銀行に口座がなく窓口での振込の店番号は 「11180」になります。 

＜キャンセルなどについて＞ 

・一度お振込みいただいた参加費は、いかなる理由においてもご返金できませんので、ご了承ください。 

・参加費お振込み前に申込内容の変更やキャンセルがある場合は、必ず９月 30 日までに実行委員会事

務局（柳田國男記念伊那民俗学研究所）【e-mａil か 葉書にて】へご連絡ください。 

※無断キャンセルの場合は後日参加費をご請求させていただきます。 

・巡見は 3 コースとも定員に達しております。コース変更はできませんのでご了承ください。 



   

 

 

 

【日程】令和４（2022）年 10 月 22日（土）～24日（月） 

 

【会場】飯田市鼎文化センター（長野県飯田市鼎 1339-5） 

１日目 （午後） 開会式・研究発表会 

合同会議および役員会     

 ２日目  (午前) 研究発表会  

(午後) 公開講演「天竜川水系における山岳信仰と修験道」 

            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 00 分受付開始） 

会場：飯田市鼎文化センター 

 

◆13:50～16:30 研究発表会【１階 ホール】 

※発表時間は 1 人 25 分（発表 20 分、質疑応答５分）時間厳守でお願いします。                     

13:00 挨拶（日本山岳修験学会会長） 

順 開始 終了 氏名 （所属） 題  目 

1 13:50 14:15 
林 京子 

（高勝寺プロジェクト） 
三山学頭檀那院胤海と念仏聖 

2 14:15 14:40 
吉野 裕 

（帝京大学准教授） 

東日本大震災以降における法印神楽の継承とそ

の課題 

3 14:40 15:05 
天田顕徳 

（北海道大学大学院准教授） 
文化観光と修験道—羽黒山を中心に— 

10分休憩 

4 15:15 15:40 
籔 元晶 

（御影史学研究会） 
「験比べ」についての一考察 

5 15:40 16:05 
野崎美夫 

（日本山岳修験学会） 

新しい霊山に集う人々 

—近代武州日原（にっぱら）白石山の仙人・教祖・行者— 

6 16:05 16:30 
髙田 彩 

（國學院大學日本文化研究所） 

昭和戦後期の武州御嶽山 

—生存戦略としての観光化— 

7 16:30 16:55 

井上卓哉 

（静岡県富士山世界遺産センター 

准教授） 

富士山登山案内図の制作と頒布 

—吉原宿田子之浦絵図の分析から— 

 

◆17:30～19:00 第 42 回大会実行委員・学会役員合同会議、日本山岳修験学会役員会 

【４階 大会議室】 

 

 

 

 

 

 

大 会 要 領 



   

 

第２日目：10月 23日(日) ９時 30 分開始（９時開場） 

会場：飯田市鼎文化センター 

 

◆ 9:30～12:10 研究発表会【１階 ホール】 

順 開始 終了 氏名（所属） 題目 

1 9:30 9:55 
近藤大知 

（飯田市美術博物館学芸員） 
西浦田楽における別当と能衆 

２ 9:55 10:20 
松上清志 

（柳田國男記念伊那民俗学研究所） 
南信州の富士山信仰を探る 

3 10:20 10:45 
下平 武 

（富士見町博物館協議委員）  
長野県南部・愛知三河の亡霊塔 

10分休憩 

4 10:55 11:20 
武井慎悟 

（鶴見大学仏教文化研究所）  

文化八年「十六善神図」から検討する秋葉・金比羅

信仰の諸相 

5 11:20 11:45 
知足美加子 

（九州大学芸術工学研究院教授）  

英彦山修験道における自然信仰と森林文化再興 

—鬼杉落枝と千本杉による不動明王像制作— 

６ 11:45 12:20 
由谷裕哉 

（金沢大学客員研究員） 
和歌森太郎の木曜会加入前における修験道研究 

 

 

◆13:30～17:45 公開講演・ディスカッション【１階 ホール】 

13:00 開場（一般受付開始 13:00） 

 

公開講演「天竜川水系における山岳信仰と修験道」 

順 開始 終了 氏名（所属） 題目 

1 13:30 14:30 
笹本正治 

（長野県立歴史館特別館長） 
山岳信仰と景観 —虚空蔵山を中心に— 

２ 14:30 15:30 
織田顕行 

（飯田市美術博物館学芸員） 
東山道と南信州の顕密寺院 

3 15:30 16:30 
櫻井弘人（國學院大學兼任講師・

柳田國男記念伊那民俗学研究所）  
遠山霜月祭にみる修験道儀礼と信仰 

10 分休憩 

4 16:40 17:40 

質疑応答・ディスカッション 

司会：西海賢二（東京家政大学名誉教授）  

ｺﾒﾝﾄ：阿部泰郎（龍谷大学教授） 

   牛山佳幸（信州大学名誉教授） 

 

◆18:00～19:00 総 会【1 階 ホール】 

 

 

 

 

 

 



   

 

●交 通  飯田市鼎文化センター  ＊飯田市街地から少し外れています 

 

○22 日初日の会場への交通    

自家用車 中央自動車道飯田ＩＣから 15 分（広い駐車場があります） 

ＪＲ 豊橋発「伊那路 1 号」飯田駅終点 12:51 

バス 新宿発 9:05   飯田行き 中央高速バス 伊賀良着 13:06 飯田駅着 13:21  

      名古屋発 11:00 飯田行き 中央高速バス 伊賀良着 12:43 飯田駅着 12:54 

       ＊伊賀良からは車（タクシー）7 分 飯田駅からは車（タクシー）9 分 

市民バス  飯田駅発―鼎公民館前下車 12:30―12:49、 13:30―13:49 徒歩 0 分 

ＪＲ飯田線 飯田駅発―鼎駅下車   12:20―12:26、 13:25―13:32 徒歩 3 分 

 

○シルクホテルのバスによる送迎 (予定)   

＊便・時刻等は調整中です。シルクホテル宿泊者優先です。 

10 月 22 日 シルクホテル（飯田駅）→鼎文化センター 13:00（13:05）発 

      鼎文化センター→シルクホテル        17:20 発  19:20 発 

10 月 23 日 シルクホテル→鼎文化センター        8:50 発 

      鼎文化センター→シルクホテル        19:15 発 

 

付記 新型コロナウイルス対応 

 コロナウイルスの感染が収まりませんので、ご参加にあたっては下記の点にご注意ください。 

  ・飯田へ出立する時または会場入館時に検温を行い、発熱または風邪等の症状がある場合や、 

濃厚接触者の可能性のある方は参加をご遠慮ください。 

  ・会場入口等にて設置する手を消毒ください。 

  ・会場内や巡見バス内では必ずマスクを着用ください。また、大声での会話等はお控えくだ

さい。 

 
          

     

    

      

   

           



   

 

第３日目：10月 24日(日) 巡見  

◆コースにより集合方法・時間等が異なりますのでご注意ください。 

Ａコース（白山信仰の山 風越山（権現山）登拝コース） ＊行程中の「⇒」はバス移動を示します 

7:50【集合①】シルクホテル（チャペル前）・8:00 出発⇒白山社里宮 ＊自家用車でない方 

8:00【集合②】白山社里宮 ＊自家用車の方は白山社里宮までお越しください。 

8:10～8:50 白山社里宮・行の見学→9:00 風越山登山口→10:10 虚空蔵 ＊ここにて下山可能 

→12:00～13:00 白山社奥社の見学・昼食→14:00 虚空蔵→15:00 風越山登山口→15:10 白山

社里宮・15:20【解散】⇒15:40 飯田駅⇒シルクホテル 15:45） 

Ｂコース（東山道と南信州の顕密寺院）         ＊行程中の「⇒」はバス移動を示します 

8:35【集合】シルクホテル（チャペル前）・8:45 出発⇒9：00～9:40 白山社里宮（旧白山寺）

⇒10:20～11:20 立石寺（→日枝神社→津島神社）⇒12:00～12:50【昼食】⇒13:00～13:40

元善光寺⇒13:55～14:40 瑠璃寺⇒15:00【解散】飯田駅⇒15:10 シルクホテル 

Ｃコース（遠山霜月祭の伝承地）           ＊行程中の「⇒」はバス移動を示します 

8:20【集合】シルクホテル（チャペル前）・8:30 出発⇒9:30～10:15上町正八幡宮・まつり伝

承館天伯⇒10:35～11:10 木沢八幡神社・周辺地⇒11:30～12:40 遠山郷土館（昼食・弁当）・

龍渕寺⇒12:50～13:10 和田諏訪神社⇒13:15～13:35八重河内八幡社⇒14:50【解散】飯田駅⇒

15:00シルクホテル 

 

Ａコース参加の方へ 

・白山社里宮から風越山奥社までは急な山道の徒歩(約 3 時間)です。歩きやすい服装や靴、

弁当・飲み水、雨具等でご参加ください。 

・それなりにきつい登山となりますので、奥社までが無理な方は虚空蔵までとしてください。 

・白山社里宮まで、自家用車のない方はシルクホテルでバスに乗車ください。自家用車の方

は白山社里宮の駐車場での駐車をお願いします。 

・巡見後に名古屋へ高速バスで出る方は、上飯田バス停で伊那発の便（16:59）に乗車するこ

ともできます。帰りのバスでは上飯田バス停にも停車します。 

・雨天の場合、バスによる近郊地の見学に変更します。その場合も弁当持参となります。 

Ｂ・Ｃコース参加の方へ 

・バスにて見学地を廻ります。自家用車のない方は、荷物をバスの荷物室に積んでください。 

・自家用車の方はシルクホテル第一駐車場への駐車してください。 

・雨天の場合、Ｂコース・Ｃコースは計画通り開催します。 

・昼食は、Ｂコースは食堂にて、Ｃコースは弁当となります。コース参加費に含まれています。 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自家用車で白山社

里宮に集合する方

へ 

白山社駐車場へは

五つ角の交差点

（ａ）を上にのぼ

り、滝の沢公園上

を左に入り、すぐ

に左に折れる細道

を下ります。 

 

●交 通 

 

 ○24 日巡検後の飯田から帰りの交通 

    飯田駅発 「伊那路 4 号」豊橋行き 15:58 

        飯田駅発 中央高速バス 新宿行き 16:00 17:00 

      （飯田駅発 中央高速バス 新宿行き 上飯田乗車 16:22） 

    飯田駅発 中央高速バス 名古屋行き 15:34 17:34  

      （伊那発  中央高速バス 名古屋行き 上飯田乗車 16:59） 

 

■その他 

  ご来飯の機会に下記の文化施設もぜひご見学ください。 

  飯田市美術博物館  〒395-0034 飯田市追手町 2-655-7  0265-22-8118 

   美術・人文・自然部門からなる総合博物館。付属施設として柳田國男館・日夏耿之介記 

念館があります。 

   10 月 22・23日は特別展「城下町飯田と飯田藩」を開催中。24日（月）は休館です。 

  飯田市川本喜八郎人形美術館 〒395-00 飯田市本町 1丁目 2 0265-23-3594 

   ＮＨＫの人形劇「三国志」の人形たちが展示されています。（水曜日休館） 

 参考情報 

  第 68 回風越登山マラソン大会  10 月 23 日（日） 

   巡見Ａコースで登る風越山でのマラソンやウオーキングが巡見前日に開催されます。

[諏訪信仰と仏たち -諏訪上下社神宮寺由来仏像一斉公開プロジェクト-] 

   10 月 1 日から 11 月 27 日（予定）、諏訪大社ほか周辺社寺において開催されます。  


