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こんにちは。吾輩は猫のでんでんです。 
日本列島も今年の１０月には巨大台風が続いて襲来し、各地で大きな被害を受けたね。 
吾輩も心からのお見舞いと、一日も早い復興をお祈りいたします。 

打撃の神様、Ｖ９監督の川上さん逝去 ９３歳 

電車から電柱の広告を読み目を鍛え、首位打者に 
 

プロ野球の巨人で活躍し、「打撃の神様」と呼ばれた川上哲治さんが、１０月２８日、９

３歳で亡くなった。各界から惜しまれ、大きく報道されたね。 
川上さんは現役引退後、監督として巨人を日本シリーズ９連覇（Ｖ９）に導いた野球界

に最高の貢献をしたと、多くの人間さまが認める偉大な人だったんだ。 
１９９２（平成４）年には野球界から初めて文化功労者に選ばれている。 
川上さんは、走る電車の窓から電柱の広告を読み、家では回るＳＰレコードのラベルの

文字を追いかけて目を鍛え、プロ２年目の１９歳の時、首位打者を獲得している。 
「どんなことにも常に全力投球で、９３年間の人生を駆け抜けていった」と遺族はコメ

ントを発表している。 
親方は、１９４９（昭和２４）年に日立市の会瀬球場で、川上さんが「弾丸ライナー」

と名付けられた鋭いホームランを打ったのを見ている。いまでも覚えているようだ。 
親方も子供のころから川上さんファンで、亡くなったことを知りがっかりしている。 
吾輩も親方とともに川上さんのご冥福をお祈りします。 

楽天の田中将大（マー君）投手 沢村賞・受賞 

「神様」「仏様」「田中様」 
「こんな奴を見たことがない」星野監督・絶賛 

 
プロ野球の話を少し続ける。 
今年のプロ野球・日本シリーズを制覇した楽天の田中将大（愛称：マー君）投手が、レ

ギュラーシーズン中、２４勝無敗という史上初の記録で活躍し、沢村賞を受賞したね。 
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楽天ファンは試合中、「神様」「仏様」「田中様」頼りにしてますと、熱狂的に応援するほ

ど、マー君は大人気だったね。楽天の星野監督も２５歳の「マー君」を、「凄い奴だ」「こ

んな奴を見たことがない」「想像を絶する奴だ」と絶賛している。 

沢村賞・沢村栄治は伊勢神宮の伊勢市出身 

一人娘が父の母校・野球部に差し入れ 
 

沢村賞とは不世出の名投手、巨人の沢村栄治「１９１７（大正６）年～１９４４（昭和

１９）年」の功績をたたえ、その年のプロ野球で最も優れた先発完投型の投手に贈られる

ものだ。沢村の切手がでたほど、野球界に貢献した人物。沢村の一部を紹介しておきたい。 
（朝日新聞、２００３年３月１８日版から引用） 
沢村の出身地は、伊勢神宮のある伊勢市。 
沢村は、プロ野球リーグが開始された１９３６(昭和１１)年、１９歳で前述の川上さんた

ちと巨人に入団した。その秋、史上初のノーヒットノーランを達成するなど活躍し、ＭＶ

Ｐ（最高殊勲選手）に選出された。 
沢村はその後、兵役に召集され１９４４（昭和１９）年、生後５か月の幼児を残し、台

湾沖で２７歳の生涯を閉じた。 

時は過ぎ、成長した一人娘の美
み

緒
ほ

が成城大学を受験した。面接時、履歴書の「亡父」を

見た男性教授が身を乗り出した。京都商業（現・京都学院）を中退し、全日本入りした１

７歳の父が、全米チームのベーブ・ルースらから９三振を奪った１９３４（昭和９）年の

日米野球。「静岡で試合を見たんだ。すごかった」。志望理由も聞かれず、面接は終了。合

格通知が届いた。 
東京で暮らした３６年間、似た話を何度も聞かされた。就職した広告会社の社長からも、

とっつきにくい取引先からも。「沢村投手の娘だって？」と話がつながる。父が後ろで守っ

てくれている、と思い始めた。 
２００３（平成１５）年に、京都学園の同窓会長が、美緒を訪ねてきた。創立８０周年

記念に父のブロンズ像を建てるから来てほしいとの依頼だった。 
除幕式には、チームメートの遺族ら４５０人が参列した。こんなに多くの人に慕われる

父とは、そう考えるうちに目が潤んできた。 
父の像を見て以来、美緒は京都学園野球部にミカンジュースの差し入れを続ける。「父な

らそうしたはず」。甲子園に出たら、応援に行くと決めている。 
その舞台にはきっと、輝いた父が見えるはずだ。 
人間さまの世界では、ジーンとくる話だね。 

さて、人間さまたちの世界では、今年は「神宮・式年
しきねん

遷宮
せんぐう

」という盛大な祝賀行事をし

たね。信仰心は人並みの親方が、１０月２１日から２３日まで、弟、妹さんたちと伊勢神

宮に行ってきたようだ。吾輩も興味があるので、聞いてみたいね。 
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伊勢神宮の門前町・伊勢市 

江戸時代の管理奉行には有名な大岡越前 
 

でんでん 沢村賞の沢村投手の生まれたところに行ってきたんだね。 
人間さまたちで大変にぎわっているという伊勢神宮とは、どの辺にあって、ど 
んなところなのかね。 

親方  でんでんクンから鋭い質問がくると思うとドキドキするよ。技術的なことは、

すこし答えられるが、特に神様のことは自信がないね。 
でんでん それは承知しているよ。自分のレベルで気楽に話してくれたまえ。 
親方  それを聞いてほっとしたよ。では始めよう。 

京都、琵琶湖の南側に日本最大の半島の紀伊半島がある。その半島の東側にあ

るのが三重県で、南北の長さが約１８０ｋｍ、東西の幅は、約１０６ｋｍと非常

に細長い形をしている。 
三重県の中東部は志摩半島と呼ばれて、伊勢志摩国立公園に指定されている景

勝の地なんだ。その一帯の伊勢市に伊勢神宮がある。 
伊勢市は、伊勢神宮の門前町として発達した「神都」の異名を持つ都市で、面

積は２０９ｋ㎡、人口は１２万８千人だ。 

市民は、「伊勢っこ正直」と呼ばれ、気候風土のためか、伊勢神宮があるためか、

性格が穏やかで明るいと言われている。 

また、伊勢神宮では２０年に一度社殿を建て替え、神座を移す「神宮・式年
しきねん

遷宮
せんぐう

」が行われ、街に活気をもたらすことから「伊勢の街は遷宮のたびに新しくなる。

２０年ごとに活性化する」と喜ばれているんだ。 
市民球場には、沢村の偉大な業績を称える銅像が建っている。アテネオリンピ 

    ック・女子マラソン金メダリストの野口みずきは、同市の出身だ。 
隣接して、真珠王として世界的に有名な御木本幸吉がいた鳥羽市と、志摩市が 

    ある。江戸時代には「お伊勢まいり」の街として多数の観光客が訪れ、現在も伊

勢志摩の中心地となっている。 
その江戸時代に、江戸幕府は伊勢神宮の管理を目的とする山田奉行を設置した。 
時代映画などで、大岡越前として知られる大岡忠相が奉行を務めたことがある。

このころ紀州藩にいた８代将軍の徳川吉宗により、大岡はのちに江戸幕府の要 
職に抜擢されることになった。 
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伊勢神宮は最高位の神社 

広さ約５５００ヘクタール（５５ｋ㎡） 
伊勢市の５分の１ 

 
でんでん 伊勢神宮のある伊勢市は、恵まれた環境にあるようだね。 
親方  そうだね。伊勢志摩国立公園の地帯にあるんだ。つぎに神宮の森の規模などを 

説明する。 
   神宮の宮域は約５５００ヘクタール（５５ｋ㎡）で、伊勢市の５分の１を占 
める。東京都でいうと世田谷区と同じだ。 

伊勢神宮とは、皇室の祖神・天
あま

照
てらす

御大神
おおみかみ

をまつる内宮と、天照御大神のお食事 
をつかさどる神の豊受

とようけ

大御神
おおみかみ

をまつる外宮はじめ、別宮１２５社の総称なんだ。 
内宮は、宇治の五十鈴川のほとりにあり、外宮は市街地の山田の原にある。 
内宮と外宮は、５kmほどはなれている。 
日本全国には８万数千の神社がある。そのほどんとを統括する神社本庁が本宗

と仰ぐのが、天照大御神をおまつりしている伊勢神宮である。 
日本神社界・最高位の神社と位置づけられているんだよ。 

【式年遷宮】ご神体が定期的に引越し 

総費用は５５０億円 
 
でんでん その伊勢神宮で大行事があったね。 

親方  それは式年遷宮だ。そのクライマックスである「遷御
せんぎょ

」の儀が、１０月２日夜、

内宮で行われたんだよ。 
「式年」とは「定められた年」という意味で、式年遷宮とは２０年ごとに、神

様が新社殿に引越すということなんだよ。 
１３００年前に始まったとされる伊勢神宮最大の行事は、６２回目を迎え、戦

後 4回目となる。 
この儀式で、旧社殿から約３００メートル離れた、西隣の同じ広さの敷地に同

じ寸法で建てられた新社殿に、神様のご神体をうつしたんだよ。 
でんでん 神様はピカピカの新居に入られたんだね。 
親方  遷宮では、社殿を建て替えるだけではなく、供えられている神様の服やお琴、

刀など計７１４種類１５７６点もすべて新しくするんだ。 

神様がみずみずしさを取り戻し、永遠の発展を願う「常
とこ

若
わか

」という神道の考え

に基づいているんだ。 
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でんでん 準備が大変でしょう。 
親方  ８年前から、建て替えに使う木を伐採する祭りや、白石を敷き詰める行事など３３

の神事が行われてきた。費用は全部で約５５０億円かかったというよ。 

でんでん 時間もお金もかけた大切な行事なんだ。伊勢神宮は、古代からの永きにわたる

伝統をもつ特別な聖地だね。 
親方  でんでんクンの言うとおりの聖地で、こうした伝統を通じ、神社の建築技法や

神道の文化が後世に伝わってきたとも言われているんだよ。式年遷宮のような風

習は、世界でも類がないと言われるが、さらに驚くべきは、１３００年以上も続

けられてきたことだよ。 
これらを維持、管理するために、伊勢神宮庁には、職員５００人、神職１５０

人が在職しているとのことだ。 
１０月２日の遷御の儀には、天皇陛下が代理として手塚英臣賞典長を派遣され、

天皇、皇后両陛下の長女の黒田清子
さ や こ

さんが臨時祭主を務めた。鷹司尚武大宮司と

約１５０人の神職らが祭儀に臨んだ。 
 

伊勢神宮、今年の参拝客１３００万人見込み  

１８９６年の統計開始以来、最高記録 
 
でんでん 式年遷宮に沸く今年の参拝客は多いだろうね。 
親方  宿泊した鳥羽グランドホテル・フロントのホテルマンたちに、地元全体の宿泊

状況などを聞くと、周辺のホテル１８５軒は、ほぼ満員だとホクホク顔だったね。 
伊勢市によると今年の参拝客数は、１０月で９００万人を突破し、１８９６（明

治２９)年に統計を取り始めて以来、過去最高を記録した。 
同市は当初１０００万人としていた今年の参拝客数を、１３００万人に上方修

正したとのことだ。 
すごい人数だよ。一日平均３万６千人の参拝者だ。 

でんでん 伊勢神宮のあらましは、少し分かったよ。ありがとう。では参拝した体験を聞

かせてくれるかね。 
親方  神様のことを話すのは、前述したように難しいね。内宮のほんの一部だけの説

明になるが了解してほしい。 
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天照御大神をおまつりする社殿の正宮 

境内の広さ９８万㎡（３０万坪）上野公園の１.８倍  

 
◆内宮へのお参りこそがお伊勢まいりのハイライトだ。内宮は５５００万㎡（１

７００万坪）の広さがあり、大きく神域と宮域に分けられる。 

神域とは、天照御大神をおまつりする社殿である正宮をはじめ、多くの末社、

所管所などがある地域のこと。 

この森厳な境内の広さは、９８万㎡（３０万坪）である。東京都・上野公園の

面積は、５３万㎡（１６万坪）なので、上野公園の１.８倍の広さだ。 

◆天照御大神をおまつりする正宮は、五重の垣根に囲まれている。参拝者は、３

０数段の石段を登り、最も外側の垣根である板垣の鳥居をくぐり、生絹
き ぎ ぬ

の御幌
みとばり

が

掛けられた外
との

玉垣
だまかき

御門前でおまいりする。 
垣根の内側は、御垣内

みかきうち

といい、６８０７㎡（２１００坪）の広さがある。 
御垣内には、一般の人は入ることはできないが、特別（御垣内）参拝の申し込

みをすれば中で拝礼ができる。 

でんでん 内宮に入ったときの感想を聞かせてくれるかね。   

親方  １０月２３日の朝７時過ぎ小雨の降る中、多くの人たちと、五十鈴川に架かる

宇治橋を渡り、内宮の聖域に入った。 
１０００年余を超えるような大樹が立ち並ぶ静粛な森林の中の参道を、玉砂利

を踏みながら歩いて、正宮の前に立ったときは、世俗的な私でも神聖、厳粛な気

持ちになったね。これが神の世界かなんて思ったりもしたよ。 
多数の参拝者は、老若男女ともに多かったが、特にパワースポット目当ての若

い女性が目立ったね。外国人も思いのほか目に付いたよ。 

繁盛する門前町のおはらい町と、おかげ横丁 

伊勢うどん、赤福餅が人気 
 

でんでん 各地から集まった大勢の参拝者がおまいりした後、楽しむところはあるの。 
親方  それはあるさ。内宮からすぐのところに、門前町のおはらい町と、おかげ横丁

がある。ともに繁盛し、一日中大賑わいだ。 
◆おはらい町は、江戸時代から伊勢神宮の門前町として栄えた場所だ。 

伊勢特有の切妻
きりつま

・入母屋
い り も や

・妻入
つまいり

り様式の風情ある建物と、石畳の通りが約８０ 
０ｍ続く。その両側には、約８０軒の食事処、みやげ物店、商家などが立ち並び、

参拝後の町歩きが楽しめるんだ。 
◆おかげ横丁は、おはらい町の中ほどにある。１９９３(平成５)年に造られた横丁
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で、お伊勢参りが盛んだった江戸～明治時代の町並みを再現している。 
飲食店、みやげ物店が集結していて、店舗は約６０軒。 
門前町では、伊勢うどん、赤福餅に人気があるね。伊勢うどんを食べてみたが、

一味違い、おいしかったよ。 

全日本大学駅伝選手権大会 

伊勢神宮を目指し、伊勢路を懸命に走る選手たち 
 

でんでん 伊勢神宮のあらましが理解できた気がするよ。説明がかなり大変だったね。ご

苦労さんでした。ほかに何か言うことはないかね。 
親方  疲れて、もう何もないね。あつ、そうだ。最後に、参考までにこれを説明して

おこう。 
１１月３日の文化の日に、第４５回・全日本大学駅伝対抗選手権大会が、テレ

ビ朝日で、実況放送されていたね。 
駅伝コースは名古屋市の熱田神宮から伊勢神宮の伊勢市までの１０６.８ｋｍ。 
アナウンサーは、盛んに伊勢神宮を目指し、伊勢路を懸命に走る選手たちと声

を張り上げていたよ。 
ゴールは、伊勢神宮の聖地・内宮に入るとき渡る宇治橋の前だ。伊勢神宮の広

大な森林など、周辺の光景が長い時間放映されたね。 
ここでも多数の観衆の中に、パワースポットを求めてきたであろう、女性たち

の姿が目立ったね。駐車場に停車している観光バスも多かったよ。 
来年もこの駅伝は放送されるだろうから、是非、見ることを勧めたいね。 
古代の神殿を再生し続けてきた伊勢神宮は、伝統と新しさが同居する、世界に

例のない聖地と言われている。テレビでもその一部が観賞できると思うよ。 
 

（文責 小沼 甚一） 
 
 

 
 

■参考文献 
『伊勢神宮ひとり歩き』（中野晴生／中村葉子 ポプラ社） 
『伊勢神宮きちんとおまいり』（小松田淳 ＪＴＢパブリッシング） 
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