20年に１度の伝統民俗行事
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お白石持行事 奉献日程とコース【予定】 開催期間 平成25年7月26日〜9月1日
内宮奉献 （学区）
7月26日
（金）

編集発行・御遷宮対策委員会
伊勢市岩渕1-7-17(伊勢商工会議所内)
電話0596-25-5215

進修・有緝
二見

7月27日
（土） 四郷・修道
7月28日
（日）

有緝・神社

8 月2日
（金） 宮沼・中島

8 月3日
（土）

城田・豊浜
小俣・御薗

（■●◉出発地）
（奉献団名 ①〜⑩は奉献順）

※お白石持行事は、
市内の奉献団が内宮と外宮へ、
期間中２回奉献します。

■川曳 ①宇治②二軒茶屋③松下④江⑤茶屋⑥三津⑦山田原
⑧溝口⑨光の街
■川曳 ①中村町②楠部町③一宇田町④朝熊町⑤鹿海町
⑥桜木町⑦桜が丘⑧中之町⑨五十鈴ヶ丘⑩伊勢古市久世戸
◉浦田出発 ①竹ヶ鼻町②小木町箕曲団③神社港④馬瀬町⑤下野町
●古市出発 ⑥船江神習組⑦河崎六ヶ町⑧河崎南側
⑨河崎町旭通⑩神久社
◉浦田出発 ①京町親友会②小川町勢勇団③宮沼連合
●古市出発 ④西口町瑞穂連⑤宮川町⑥二俣町⑦徳川山
⑧中島豊流団⑨中島出雲町⑩辻久留
◉浦田出発 ①慶光院②川端町
●古市出発 ③小俣町④新開梅栄団⑤王中島⑥下長屋
⑦上長屋⑧高向

北浜・大湊
8 月9日
（金） 修道・宮山
明倫

◉浦田出発 ①前山町養命団②豊栄会③北浜連合④大湊町
●古市出発 ⑤倭町⑥岡本町⑦吹上町⑧尾上町永昌社
⑨宮崎連合⑩岩渕町

8月10日
（土） 二見・厚生

◉浦田出発 ①荘②西③今一色④一志町⑤八日市場町篤友会
●古市出発 ⑥本町⑦曽祢町⑧大世古町⑨宮後町⑩一之木町須原団

8 月11日
（日） 浜郷・早修

◉浦田出発 ①宮町②常磐西世古③常磐表町④田尻町
●古市出発 ⑤常磐第一⑥浦口町連合会⑦常磐仲町
⑧黒瀬町橘栄社⑨通町⑩一色町

○特別神領民の内宮奉献日は７月27、28、29日、
８月２、
３、
４、
５、
９、
１０、
１１、
１２日で、地元奉献団の前に出発〜奉献の予定です。

外宮奉献 （学区）

平成
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の代 表が一堂に会し、事 業の実 施 計 画

について、
またさまざまな調整事項につ

いて話 し 合われる機 会が持 たれまし

平成 年夏、
伊勢では町々の奉献団が結成され、
奉献の諸準備やお白石拾いが進められています 。
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年７月 日から、
９月１日ま

での約１ヶ月 間 開 催 される伝 統 ある

民俗行事「お白石持行事」。今回参加

た 。伝 統 行 事 を 先 人から受 け 継 ぐこ

基本方針」より一部抜粋）

77

団 を 数 えま

（御白石奉献本部「お白石持行事の斎行にあたる

する地元の奉献団は全

することに尽力します。

ととあわせて、暑い時 季 、それぞれ数

して、お白石持行事の伝統を次世代へ継承

百 人から多い団では数 千 人が奉 献に

組むことを誓うとともに、神領民の責務と

参加するため、
十分な申し合わせや準

気を結集し、一致団結して完遂を期し取り

備が必要となります。

ぎ、神宮とその歴史に神領民の誇りと心意

これ までの歴 史においてご遷 宮 を

ります。この五百五十年の伝統を受け継

節目として、伊勢のまちは盛りたてら

四十回式年遷宮から始まったと古文書にあ

れ、力を蓄 えてきました。今 回のお白

ただく栄誉は、寛正三年（1462）、内宮の第

石持も感謝の心をもって今世代の力を

の内に敷かれるお白石をお納めさせてい

結集し、
来年の奉献に向かって進めてい

い御正殿の御垣内の内院に、すなわち瑞垣

きたいと思います。

20年のときを経て、檜の香り漂う新し

す。地区ごと進み具合に差はあります

託し」お白石をお納めするものです。

が、多 くの団がすでに動 き 始め、結 団

い御正殿の御敷地に「自らの祈りを永遠に

式やお白石拾いなど関連行事、
奉曳車

び入れ、各自白布にお白石を包み、真新し

の調 整 を 兼 ねた 町 内 曳 、木 遣 り 唄の

当日、川曳もしくは陸曳によって神域に運

練 習など、市 内のあ ちらこちらで「お

め、奉献まで清浄な場所にて安置し、奉献
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白石持」関連の動きが見えてまいりま

らかなお白石」を拾い集め、丁寧に洗い清

年 度 第一回 目の「 御

民俗行事「お白石持行事」は、
清流宮川の「清

した。これから一年、町 中でお祭りムー

遷宮に先立ち、平成 25 年夏に斎行される

ドが高まっていくことでしょう。

た、神の常若を願う宮遷りである神宮式年

６月には平 成

千三百年に亘り連綿と受け継がれてき

白石奉献団連合会」が開催され、
各団

お白石持行事【基本方針】
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お白石持行事まで、
あと１年！

昭和４年のお白石持ちの様子（長屋奉献団）

（■●出発地）

（奉献団名 ①〜⑩は奉献順）

8月17日
（土） 四郷・修道

■小田橋出発 ①中村町②楠部町③一宇田町④朝熊町⑤鹿海町⑥桜木町⑦桜が丘⑧中之町
⑨五十鈴ヶ丘⑩伊勢古市久世戸

進修・有緝
8月18日
（日） 二見

■小田橋出発 ①宇治②二軒茶屋③溝口④山田原⑤三津⑥茶屋⑦江⑧松下⑨光の街

8月23日
（金） 有緝・神社

●浦口出発

8月24日
（土） 城田・小俣
●浦口出発
御薗
8月25日
（金） 宮沼・中島
8月30日
（金） 浜郷・早修
8月31日
（土） 二見・厚生

①竹ヶ鼻町②馬瀬町③神社港④小木町箕曲団⑤下野町⑥河崎六ヶ町⑦河崎町旭通
⑧河崎南側⑨神久社⑩船江神習組
①川端町②小俣町③新開梅栄団④王中島⑤下長屋⑥上長屋⑦高向

●浦口出発

①中島出雲町②徳川山③西口町瑞穂連④中島豊流団⑤辻久留⑥二俣町⑦宮川町
⑧宮沼連合⑨京町親友会⑩小川町勢勇団

●浦口出発

①一色町②通町③田尻町④黒瀬町橘栄社⑤常磐第一⑥常磐表町⑦浦口町連合会
⑧宮町⑨常磐仲町⑩常磐西世古

●浦口出発

①荘②今一色③西④一志町⑤八日市場町篤友会⑥本町⑦曽祢町⑧大世古町
⑨宮後町⑩一之木町須原団

北 浜・大 湊 ●浦口出発
9 月1日（日） 修 道・宮 山
明倫

①前山町養命団②豊栄会③北浜連合④大湊町⑤倭町⑥吹上町⑦宮崎連合⑧岡本町
⑨尾上町永昌社⑩岩渕町
○特別神領民の外宮奉献日は８月１８、
１９、
２３、
２４、
２５、
２６、
３０、
３１日、
９月１日で、地元奉献団の前に出発〜奉献の予定です。

※掲載写真／平成５年のお白石持行事資料

