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－幼児が寒中に禊－ 



表紙の題字は、旧庄内
藩第 17 代 藩 主 に 当 た る
元 致 道 博 物 館 名 誉 館長
 故 酒 井 忠 明 氏 の 揮 毫 。
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「100％再生紙使用」

　雪国の庄内平野で、古くから子ども達が寒中に

裸で水垢離をとり、お宮参りをする奇祭が今日で

も続けられている。

　この行事のあらましを紹介すると、最上川の南

岸、庄内町千河原集落にある八幡神社のお歳夜行

事の一環として行なわれるもので、今より約 300

年前より、毎年 1月 16 日に執り行なわれてきた。

　この一連の行事は、先ず子供の水垢離、神社参

拝に始まり、続いて若者達によるお百度参り、続

いて神社での晦   の神事、参詣者への豆腐汁の振舞
つごもり

で終了する。

　参加する子供達は、五歳から十五歳までの男女

で、会場となる神宿は、江戸期に五人組頭を務め

てきた家が代り番で受け持つこととしていた。

　また、神宿は男児と女児に分けられ、男児の神

宿では家族の寝室以外の部屋は全室開放され、畳

を取り去り、床には厚板を敷きつめ、襖や障子に

は梯子を横に立て掛けて破損の防備とし、床には

一面に藁こもじを敷きつめて準備が完了する。

　男の子達は、全員裸に下帯姿になり、手に手に

藁束を持ち、互いに追いかけ合いながら前にいる

相手を打ち合うのであるが、この時に掛ける声か

ら「やや祭」と呼ばれたとも伝えられているが、

民俗学者は「やや」とは乳幼児のことを当地方で

は「ややこ」といい、八幡神の今一つの性格であ

る子育神という一面を現わしているためとしてい

る。

　また子供達が裸で藁束で互いにたたき合う仕種

は、体中の穢れを追い出し、清浄な体になり神宿

から神を神社までお送りする行事としている。

　この様な一連の行事は、現実的には厳寒に裸で

震える身体を、藁束で打ち合い走り廻ることによ

り、身体はほてり、気合も充実し、いざ出発への

準備が整うのである。

　一方、女児の神宿では、内庭に藁を敷きつめ、

中央にイジメ（イズメコ）を置き、その廻りで子

供達による輪踊りが踊られる。

　その時に唄われる唄は次ぎの様なものである。

�おどらば今夜だ。明日の晩げから、ソーレ、さ

　らやめれ。ヨーイ、ヨイ。

　でば、片親で片親、ちゃもれで困ります。

　ヨーイ、ヨイ。

�　寺の前の寺の前の竹の子。早くおがらがして、

　ぞっくり揃えてのぼり干。ヨーイ、ヨイ。

　でば、片親で片親、ちゃもれで困ります。

　ヨーイ、ヨイ。

�　酒田新田橋、どんどと踏めばよし原、ソーレ、

　金の音。ヨーイ、ヨイ。

　でば、片親で片親、ちゃもれで困ります。

　ヨーイ、ヨイ。

　その外に次の様な唄もある。

�寺のお庭はかたがりお庭

　三度ふみふみ、ふみなおす。

　寺の小豆飯ねだだねてびだ。

　それは何のせだ、かがのせだ。

�あねちゃどさいく、一升だるたげで。

　七つなる子の祝さえぐ。

�あねちゃ待でまで、かんざし落ぢる。

　なんぼ落ぢでも買てもらう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（後略）

　この行事にはまた次の様な言い伝えが伝わって

いる。
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庄内町郷土史研究会 会長　日野　淳 *



　昔、第十五代の応仁天皇の時代に、その後継が

決まらず三年も経過した。

　そのため三人の皇子を巡り後継者争いとなり、

第二皇子である大山守命      が奸臣の謀反にあい追わ
おおやまもりのみこと

れる身となり、この地に逃れ、村の草分けである

弥左衛門の産屋に 匿 われた。
かくま

　産屋を去るに当り、自分の苦しみもいとわず

匿って呉れた産婦に対し、「私はたとえ死んでも神

となり、お前を守ってやろう。また世の産婦の安

産も祈ってやる」と言い残して立ち去った。

　然し、皇子は間もなく追手の手にかかり、飛び

散った血潮は周辺の地面草木を赤く染めた。その

ためにこの地を「血ヶ原」と呼ぶようになり、い

つの頃からか「千河原」に替えられた。

　村人は皇子の死を悲しみ、父の応仁天皇を祭神

とする八幡宮を 産土神 として祀り、安産と子供の
うぶすながみ

成長を祈る神としてこれらの行事を伝えてきたと

いわれる。

　この話しは、史実では「古事記」中巻で大山守

命は宇治川の渡しで謀殺され、遺骸は奈良山の佐

保山古墳に葬られたとされている。

　それがどうして当地に伝えられているのであろ

うか疑問が残るところである。

　一説には、正徳年間に当地に庵を結んだ傑僧の

徳峰即現和尚が、失われた千河原八幡神社の由来

を村人に依頼されて作ったとも伝えられている。

　ところで、戦後当集落でも家屋の近代化が進み、

神宿の実施が不可能となったために、千河原公民

館を神宿として実施されている。

　また、参加する子供達も、幼児・小・中学生で

あるために、これまでは休日となる成人の日の一

月十五日に実施して来たが、今年は一月十四日の

日曜日に執り行なわれた。

　因みに、今年は次のように実施された。

　行事に必要な 冠 と、腰に巻く「ケンデ」（ケンダ
かんむり

イ）は、一週間前の日曜日に、参加の父兄等によ

り一ヶ所に集り製作された。

　まず冠は、太い〆縄を造り、それを輪状に結び、

両端の細い部分を角の様に二本立て上げる。次に

その中央に 寄代 となる「オッコ」（イチイ）の枝を
よりしろ

立て、これに赤色の唐ガラシを付け、これ等を七

五三で飾る。

　次に腰に巻く「ケンデ」（ケンダイ）は藁で腰蓑

様に造られたものの裾を切り揃えて用意される。

歳夜祭の当日になると、神宿から神社までの道筋

の道路の両側に注縄が張り巡らされる。

　昼近くになると、参加する子供達は神宿の千河

原公民館に集り、裸祭りの順番をきめる籤を引く、

籤は藁を切り揃えたもので行い、順番が決まると

一旦帰宅し昼食をとる。

　午後二時頃になると、合図の法螺貝が吹かれ、

子供達は付添いの父兄と共に神宿に集り、裸参り

の準備をする。

　先ず下帯姿の上に腹に白布を巻きつけ、腰にケ

ンデを巻く。次に白鉢巻をきりりと締め、両手に

は紙を包んだ米の中心にローソクを立てたものを

しっかりと握り、出発の順番を待つ。

　出発時間が来ると、一番目の子供が神宿を出る

が、この時入口で待ちかまえた村人の係が、桶の

冷水をざぶりと掛けてやる。

　子供の気合の入ったところで、観覧者の見守る

 禊 台の上に進み、介添えの父兄が子供の頭上に
みそぎ

 冠 
かんむり

を 翳 と、白装束に烏帽子の水掛係が、両側から子
かざす

供の肩のあたりにザブリ、ザブリと冷水を注ぐの

である。

　周辺の防寒具をまとった観衆からは一斉に悲鳴

が上がる。

　禊を終えた子供は順番に一列に並び、幟り幡を

先頭に村内を進み、神社にお参りをして終了する

のである。

　この頃八幡神社では若者連中のお百度参りが始

まっている。

　鳥居の外には大盥に冷水が満たされ、女の子達

が手桶を持って開始を待つ。若者達数名は前記の

子供達と同じ出で立ちで、手に百匁ローソクと百

本の切り揃えた藁を両手で胸高に捧げ持ち、待ち

かまえた女の子達に冷水を浴びせてもらい、鳥居

と神社の間を百度往復するのである。身が乾き寒

さを感じると、又冷水を掛けてもらい百度参りを

続けるのである。
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　この時参道の両側には観覧の善男善女で埋まり、

若者達に、頑張れの声援がかかるのである。

　この百度参りは、子供達が神宿より冠に神霊を

受け、神社まで 渡  御 し、神殿に入る前に、参道や
と ぎょ

境内にひそむ悪霊を祓い清浄にして、男児達が

送って来た神霊を迎えるための踏み鎮めであると

民俗学者は解釈している。

　このように行事が進み、夕刻がせまる頃、公民

館の神宿では、大鍋に豆腐汁が用意され、参詣の

善男善女に振舞われお歳夜行事は終了する。

　例年は吹雪の中で行なわれるこの行事だが今年

は雪のまったく無い中で、無事終了した。



����

　平成 19 年 1 月 24 日“第 12 回庄内・社会基盤

フォーラム （於 東北公益文科大学）”において発表

の機会を得たので、以下にその概要を紹介する。
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　道路やトンネル工事などは、その路線沿い河川

の流出量や下流側の地下水位分布には少なからず

影響を与える。従って事業主はそれら工事による

環境影響をチェックするために、工事中とその前

後に、影響が懸念される地域の水文調査を実施す

る事となっている。しかしながら、実際に実施さ

れる水文調査の量は、予算の制約も伴って年数回

程度の限られたものである場合が多い。

　水文というものは、気象条件・地盤／地形性状・

植生等の地表面被覆状況など種々の条件が積み重

なった結果である事から、単純に計測時の流量の

多少や地下水位の高低で評価できるものではない。

連続して計測している場合は、工事の工種等と時

系列に並べ合わせて、どの工種の時にどのような

変化が生じているか因果関係を示す事が可能であ

るが、限られた計測においてはそのような評価は

ほとんど不可能である。このように水文データが

限られているにも関らず、なおかつ何らかの評価

を行う必要がある場合には、気象条件などを利用

した解析を同時に行う必要がある。
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　ある特定の流域において、地盤／地形性状や地

表面被覆状況がほとんど変わらないものとすれば、

水文の変化は気象条件、特に降雨量に大きく影響

される。降雨から河川流出を計算する方法には幾

つかの方法があるが、地下水位も含めた解析の場

合は「タンクモデル法」 が望ましいものと考えて

いる。

　タンクモデルとは、例えば一つの流域を一連の

タンクとみなし、降雨条件からその中における水

収支を試行錯誤にて既存計測値と一致するように

係数を決めて標準モデルとし、水文データの無い

時期の水文量も降雨量等からシミュレーション可

能にする方法である。一つのタンクの水収支は下

図のように表される。

　地表部や地下部など解析する対象に合わせて、

上のタンクを数段に重ねてタンクモデルを形成す

る事となるが、地下水位解析を行う場合は下図の

ように四段のタンクとする事が望ましく、三段目

のタンクの貯留高を地下水位と関連付ける事が可

能である。
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株式会社 庄内測量設計舎　菅　　真＊

*   〒 999-7781　山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地 69-9（生物環境科学研究所副所長  兼  環境地質部長　技術士（建設環境・地質））
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　上記のような設定の下で流出解析・地下水位解

析を行った事例を以下に示す。

　海外業務モロッコでの業務事例である。効果的

な水資源利用を推進するためのプロジェクトで

あったが、乾燥地の為に水資源は非常に貴重であ

る。効率的な水利用を行うという基本ベースに

立って給水計画などをたてなければならないが、

その為には水資源量を定量的に把握しなければな

らない。その手段としてタンクモデルによるシ

ミュレーション解析を行った。

　まず既存河川流出量データをベースとして、文

末に示す図-1のように試行錯誤によりタンクモデ

ルからの流出量と一致するようにして各係数を確

定させる。

　係数を確定させたモデルにより、地下水位変動

のシミュレーションを行うと図-2のグラフのよう

な関係を作成する事ができる。

　このグラフはある時期に計測された地下水位実

測値 （点で表示）に対して、地下水揚水を全く行わ

ない場合（上のカーブ）とある割合で地下水揚水

を発生させた場合（下のグラフ）の地下水位シミュ

レーション結果の比較を示したものである。

　この様な形でタンクモデルにより、未計測時（あ

るいはある条件における）河川流出や地下水位の

シミュレーションが可能となり、実測の水文デー

タが限られている場合でも対応可能となる。また

このモデルから地下水浸透量等も算出可能となり、

水資源量の定量化を行う事が可能となってくる。
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　降雨流出計算等を行う場合、常にある地域の特

殊な条件というものを考慮しなければならない。

例えば筆者が活動ベースとしている山形県庄内地

域の場合、「積雪寒冷地域」・「水田農業地域」と言

う事が大きな特殊条件となる。

　積雪寒冷地域では、降雨量は降雪時に流出せず、

気温が上昇した融雪時に大きな流出となる。

　このような事を考慮に入れて、実際の降雨量に

対して流出に係わる降雨量を気温変化などからシ

ミュレーションすると図-3 のようなものとなる。

　図の波線棒グラフが流出に係わる降雨量となり、

河川流出は図に示される折線となって表れてくる。

　地下水位変動も、この流出に相関する形で現れ

てくる事となる。

　水田農業が水文に及ぼす影響については、以下

の事が言える。

　“春の苗付け時から夏にかけて水田に水が引か

れ貯留される （一つの貯水池と み な さ れ る ）  事 と な り 、 

これに伴って水田地域までの水文状況と水田地域

及びその下流側の水文状況が著 し く 異なっ て く る”

　従ってタンクモデルは並列モデルなどこれに対

応したものを考慮しなければならない。　 （以上）
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◎走査型電子顕微鏡を使用する業務を行っております。
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　　金属研磨面やメッキ表面の検査、動植物表面の

微細構造、表面付着物の検出など。

◎走査型電子顕微鏡関連機器（日本電子株式会社製）

　1. JSM-6301F  走査型電子顕微鏡

　　（分解能：1.5nm、倍率：x10 ～ 500,000）

　2. JED-2140  エネルギー分散型X線分析装置

　3. 試料作成機器

　　JFC-1200 Fine Coater　JCPD-5 臨界点乾燥装置

　　JED-310 凍結乾燥装置



　今年1月24日に酒田市の東北公益文科大学で開

催された“第12回庄内･社会基盤技術フォーラム”

において、弊社で発表する機会を得た。以下に発

表内容要旨を紹介する。
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　建材製品中のアスベストの規制は年々厳しくな

り、近年石綿に関する法改正は顕著となっている。

安衛法施行令、石綿障害予防規則の一部が改正さ

れたことにより、平成 17 年 9 月 1 日には、これら

の法令に基づく規制の対象となる石綿製品の含有

率（重量比）は 1％から 0.1％に改められ、より厳

しい規制基準となった。

　また石綿製品中の規制強化に併せて測定分析法

の整備も進められており、建材製品中のアスベス

ト含有率の測定法は同年3月にJIS A 1481（以下規

格）として規制強化に先立って制定されている。

　規格の測定方法は、顕微鏡やＸ線回折分析方法

により定性を行い、双方よりアスベストが確認さ

れた場合に定量分析へと移行する。このようにア

スベストの有無を確認する定性分析は非常に重要

な因子となっている。

　規格中の主要分析法である分散染色法は、位相

差顕微鏡で試料の形状及び屈折率による色の変化

でアスベストの有無を識別する方法であり、非常

に有効な定性手段となっている。しかし、測定に

は熟練を要し、0.25 μｍ以下の微細な粒子は見過

ごし易いという難点があり、分析機関の測定精度

が懸念されている状況にある。
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　急速に発展したアスベスト市場において、測定

機関の分析精度が伴っていないという問題が生じ

てきている。そこで、より正確な測定のために電

子顕微鏡法が環境紙面等でクローズアップされて

きている。

　現在、大手分析機関では、0.1％という低濃度領

域での結果が本当にアスベスト由来なのか、判定

の誤り防止という観点から電子顕微鏡法の併用が

なされている。

　以上、アスベスト分析に関して、より安全で正

確な分析が求められている現状において、電子顕

微鏡の必要性、 分析の応用技術 に つ い て検討 し た 。 
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株式会社 庄内測量設計舎　五十嵐久博＊

* 〒997-0043　山形県鶴岡市東新斎町7-9  （生物環境科学研究所　課長補佐   環境計量士   作業環境測定士）
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　当社は、1966 年（昭和 41 年）創業以来、建設・

補償コンサルタント、地質、土質調査、環境調査

等を行う企業として、「顧客満足」を得ることを最

優先にした「正確と信用・信頼」の品質方針を全

社員に徹底して、仕事を進めて参りました。

　一方で、企業としてその土地に、その土地で事

業を展開するのであれば、単に利潤追求・納税だ

けでなく行政や住民、その土地の文化と深く関

わって社会信用を得ることが企業としての社会責

任と考え、当社が獲得した技術や情報の開示提供

といった「お客様との関わり」、自然環境保護や文

化振興等に貢献する 「地域社会との関わり」を重視

して、 これまで積極的に活動して参りました。 具体

的には当社の持っている技術研究成果を業務誌

 「環境」 （詳しくはホームページ http://www.shonai.com/）

を通して開示、提供。道路や河川施設等の安全を

保つため、行政の手が回らない分野での調査・研

究と成果の提供。環境保護行事への単独出展。社

屋周辺の清掃活動や河川健康診断活動への参加等

さまざまな社会・環境活動をこれまで行って来て

おります。

　その結果、平成 18 年 8 月 10 日の 「道の日」に

（社）日本道路協会会長より「道路功労者」とし

て表彰を受けました。

　これは県内で 2団体のみということで、社会に

貢献する企業を目指し、さまざまな活動に地道に

取り組んで来たことの一部が評価を頂いたものと、

社員一同大変喜んで居ります、と同時に今後も社

会に信用される企業を念頭に置きながら業務に励

んで行く所存です。
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　今年度の第一回社員研修会は、去る 4月 21 日

（土）、庄内町商工会館コア・アルザで庄内余目病

院から 2名の先生をお迎えし、次のような内容で

医療講演会が開催されました。（43 名参加）

���������	
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　　　　　　講師　　院長　　野末　　睦　氏

　第 1部は庄内余目病院の

野末院長による生活習慣病

についての講演がありまし

た。産業医でもある講師の

話には毎日の良くない生活

習慣の積み重ねによる 5大

疾患（高血圧、高脂血症、

糖尿病、脳卒中、心臓病）によって日本人の約 3

分 2近くの方が亡くなっているという事実や最近

話題のメタボリック症候群についての診断基準、

生活習慣病の基本的な予防・治療についての内容

が盛り込まれていました。また、運動療法：筋力

トレーニングや食事療法、禁煙の重要性や飲酒適

量についても詳しく説明がありました。

　生活習慣病を軽視せず、状態を見極め、上手に

病院を利用して健康に楽しく人生をおくるために

日々できることを無理せずやることが大切と実感

できました。

　また、庄内余目病院「創傷ケアセンター」でい

ま積極的に診療されている下肢慢性創傷における

米国型治療プログラムの講演がありました。原因

や症状について実際の画像を見ながらのプレゼン

テーションのため非常にインパクトもありました

が、この病気を引き起こす糖尿病性の壊疽や閉塞

性動脈硬化症等も生活習慣に直結する問題なので、

あらためて生活を見直す絶好の機会となりました。

���������	
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　　　　　講師　　薬局長　　大川　賢明　氏

　第 2部は同院薬局長の大川賢明氏による薬の飲

み方、使い方についての講演がありました。飲み

方についてはコップ 1杯の

水または白湯で飲む方法が

良いことや、牛乳やジュー

スでは飲み合わせがあるの

で避けたほうが良い点、水

を飲まずにのんでしまう危

険性についてなどが理解で

きました。　また、内服における食前、食後、食間

の服用方法の違いはなぜあるのか、さらに点眼薬、

坐薬の使い方、軟膏の塗布方法についても詳しい

話がありました。特に飲み合わせ（相互作用）に

ついての内容では、身近な食事でも注意しなけれ

ばならないことや市販薬、健康食品でも同様の相

互作用があることを勉強することができました。

　それと、病院内の薬局から薬をもらう場合と院

外の調剤薬局からの場合での制度の違いによって

生じる値段の差のしくみなど様々な裏話があり、

医療機関受診へのヒントがあったと思います。

　今回の 2つの講演は、余り気に止めていなかっ

た生活習慣や、知られていない薬の知識について、

患者さんと直に接しておられる医学者の立場から

非常に判り易く示唆に富んだお話を頂き、改めて

「健康とはなにか」を考えてみなければと、社員

一同感じました。
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　「環境」 には、1. 特別寄稿、 2. 研究ノート（研究成果や観察記録）、3. 論説や提言、 4. 見

聞録や紀行文、 5. 随想、 6. 資料などの幅広い分野に加えて会社紹介を掲載し、年2回、5月と

11月に発行します。皆様からの投稿をお待ちしています。 

　原稿：1部。一枚目に、1. 表題、2. 分野（上記の2－6分野から一つ選ぶ）、3. 氏名、4. 所属

と住所、5. 自宅住所、6. 連絡先、7. 本文の枚数、8. 表、図、写真の数を記入したものを付け、

本社気付、環境編集委員会宛に送付して下さい。 

　原稿締切日は、5月号のためには3月31日、11月号のためには9月30日です。 

　研究ノートの原稿は、はじめに（緒言）、材料と方法、結果と考察、まとめの順序に述べ、引

用文献または参考文献は文末にまとめる。見出しには１. （１）１） を用いる。生物の名は、

文中に最初に出てくるところには学名と和名（カタカナ）の両方を書く。しかし広く一般に

知られているイヌ、ウサギなどの普通の種類には、学名を書く必要は無い。 

　原稿の長さは、刷り上がり1頁単位として、長くても刷り上がり4頁（図表を含む）までとし

ます。刷り上がり第1頁は、表題、氏名を除き、本文が約1300字（1段が22字×３０行の2段組）、

2頁目からは本文約1700字（1段が22字×40行の2段組）になります。写真や図は、1段幅（7.5cm） 

か、1頁幅（16cm）に入るように作り、白地の台紙に貼りつけて通し番号をつける（カラーの

図や写真は白黒印刷になります）。図や表の説明文も別紙にまとめて書いて通し番号をつける。

そして、図や写真や表を本文中に挿入したい時は、本文中に置きたいおよその位置に、図1か

表1のように原稿に朱記する。表の刷り上がりの大きさは、編集委員会で決めます。 

　校正：掲載文の初校を執筆者に返送しますので、文章の追加、図表の追加などをせずに校

正し、原稿と共に環境編集委員会に指定日まで返送してください。 

  「環境」 に掲載された文の内容に関しては、著者に責任があります。 

　平成18年度第２回社員研修会は、12月16日（土）

に庄内町商工会館コア・アルザで開催されました。

内容は下記のとおりです。

　1. 社員のプレゼンテーション力アップを目指す

ために、外部の各種講習会、講演会の内容を

参加者から発表してもらった。

　　 （社）山形県測量設計業協会主催「土砂災害

防止法における警戒区域等設定についての技

術講習会」他 2研修会の発表。

　2. I S O について「当社のマネジメントシステム

と今後の予定」

　       QMS「ISO9001」の改定内容（H18.7.1）、

EMS「ISO14001」の要点、品質計画書等の作

成ポイント、さらにはMS統合について品質

環境管理部から報告があった。今後はシステ

ムの簡素化、並びにプロセスの有効性につい

て焦点を置いた運用になることが期待されて

いる。
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