
 

 

 

 

 

                   

  

   

 

新年の御挨拶 
 

 

 

 
新年あけましておめでとうございます。会員並びにご家族の皆様におかれましては、新型コロ

ナ感染症に負けず、心も新たに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

ＪＲ東海ユニオン OB 会は「高齢者が安心して生活できる社会」を目指してＪＲ東海ユニオン

管内６地区本部の地域活動の充実を運動の柱に据え、日々の活動に取り組んでいます。多くの皆

様が参加し、大いに語り合い助け合い、仲間の絆が深まり、高齢者の充実した生活、子供や孫た

ちの明るい未来に向かって活動しています。 

しかしながら、一昨年来の新型コロナウィルスの猛威を受け、一部運動を縮小せざるを得なく

なりましたが、日本退職者連合の「高齢者の制度要求全国高齢者集会」、ＪＲ連合の「全国会長会

議・交運共済推進会議」、交運共済から国民共済への移行に向けた打ち合わせなど各種会議、私達

OB 会幹事会や「生き活きだより」の定期発行などコロナの感染状況を判断しながら活動を進め

てきました。      

さて昨年、安倍元首相が奈良市の近鉄西大寺駅前で街頭演説中に凶弾に倒れ、岸田政権は旧統

一教会と自民党の長きにわたった関係の説明に追われることとなり、過去の自民党政策に対する

疑問が渦を巻いています。私達高齢者の目指す「安心して暮らせる社会に向けた制度政策要求」

は政治問題として取り組まなくては前進しません。時の政治状況が大きく左右します。私達を理

解し支援して頂く議員の皆さん、基本組織は元よりＪＲ東海ユニオンの仲間の皆さん、高退連、

ＪＲ連合の皆さんの協力のもと連携し、権力をもって社会を左右する与党が交渉相手となりま

す。凝り固まった偏った政策から弱者に目を向ける政策を実現しなくてはなりません。今年は国

政選挙に大きく影響する統一地方選挙の年です。私たちはＪＲ東海ユニオンの仲間と協力し、特

に退職後地域で培った人間関係を重視し、草の根運動的に取り組んでいきたいものだと思ってい

ます。 

次に、今日までＪＲの職域共済として、交運共済活動でＪＲに働く仲間の「相互扶助」活動を

進めて来ましたが、会員の安定した共済として、今後は国民共済によって、相互扶助の精神を大

事に連帯と仲間づくりを進めていきます。１月に届きます「移転申込書兼解約書」を必ず提出し

てください。       

最後に、コロナウィルス第８波がますますその脅威を振るっています、「三密」を避け、マス

ク・手洗いを励行し、コロナウィルスから自己防衛に努め、健康に留意し、元気に老人パワーを

もって社会に貢献し、家族を大事に、より安定した生活を営もうではありませんか。 

会員・ご家族の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げまして、ＪＲ東海ユニオン退職者連絡

会を代表しての新年のご挨拶と致します。 

東海旅客鉄道労働組合退職者連絡会（ＪＲ東海ユニオンＯＢ会）  発行責任者 坂間 晴二 

２０２３年１月１日 ＮＯ.８０ 

ＪＲ東海ユニオンＯＢ会 

会 長   坂間 晴二 



 

 

 

 

 

 

 

   

新年の御挨拶  
 

 

 

 

ＪＲ東海ユニオン退職者連絡会の皆様におかれましては、２０２３年の新春を迎えるにあた

り、お元気にお過ごしでしょうか。 

３年近くに及ぶ新型コロナウイル感染症の影響で、私たち鉄道事業および医療の環境は劇的な

変化に直面しています。こうした中においても、エッセンシャルワーカーとして感染リスクに晒

されつつも、ユニオン現職組合員は国民生活・経済活動を支える社会インフラとして鉄道事業お

よび医療の維持に対し、強い使命感を持って精励してきました。 

新型コロナウイルス感染症との闘いも新たなステージに入り、鉄道事業においては緊急事態宣

言やまん延防止等も発出されず、人流抑制モードも緩和され、鉄道輸送は回復基調となり、２０

２２年度第２四半期決算まで、各利益は黒字を確保するまでの状況に反転攻勢を掛けてきていま

す。 

引き続き、新型コロナウイルス感染拡大の状況は注視しつつも、安全を最優先にお客様のニー

ズに最大限応える、当社の役割を果たして行かなければなりません。ワクチン接種やコロナ治療

薬の開発なども進む中で、afterコロナ・withコロナへの時代に進展してきています。明るい未

来に向けたステップアップの年となるよう祈念するばかりです。 

さて、今年度は令和５年３月１５日を持って、ＪＲ東海ユニオン結成３０周年という記念すべ

き節目の年を向かえます。 

平成５年に先輩諸氏が「真に組合員の為の、そして組合員が主役である運動が展開できる民主

的な労働組合を創る」という強い意志を持って結成して頂いたＪＲ東海ユニオンを現役世代はブ

レる事なく継承しています。そして、『将来宣言』を基軸に「将来にわたる会社の発展と組合員、

家族の幸せの実現」を目指し、健全で強固な労使関係も着実に築き上げてきています。 

引き続き、ＪＲ東海ユニオンの掲げる中期目標「ＵＮＩＯＮ ＦＵＴＵＲ ⇒２０２７」に謳っ

ている、組合員が主役の運動「みんなでアクション！」を着実に推進していく所存であります。

また、「対話の充実」に基づくユニオン運動で掲げた柱、「安全の確立」、「組織の活性化」、「ハー

トフルカンパニーの実現」の実践に向けて、結成当時から取り組んできた「全職場総対話行動」

を一丁目一番地の活動と位置づけた中、ＪＲ東海ユニオン「ＯＮＥチーム」となり、力強く諸活

動を展開していく決意です。 

結びに２０２３年が、退職者連絡会の皆さんにとって、穏やかで素晴らしい年となるよう、ま

た、健康に、元気に、そして、楽しく御活躍されることを祈念申し上げ、新年の御挨拶とさせて

頂きます。 

  

本部 坂間 春二会

長 

ＪＲ東海ユニオン 

中央執行委員長 尾内 裕昭 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。 

 日頃より、交運共済東海事業本部の事業推進活動に絶大なるご理解とご協力をいただいておりま

すことに深く感謝申し上げます。 

 昨年も新型コロナウイルス感染症に振り回された一年でありました。新年を迎える中で、すでに

第８波を迎えたとの事であります。組合員の皆さまには感染防止対策をしっかりと行い健康な毎日

を過ごしていただきたいと考えております。 

 さて、私ども全国交運共済生協は本年７月より「こくみん共済 coop<全労済>」に契約移転させて

いただきます。それに伴いまして、東海事業本部も２０２３年６月末に廃止となります。組合員の

皆さまには、今日まで東海事業本部を支えていただき心から感謝申し上げます。残された期間はあ

とわずかとなりますが、組合員の皆さまが安心して契約移転が出来るよう最後まで全力を尽くして

いくことをお誓い申し上げます。 

 最後になりますが、この新しい一年が組合員様をはじめご家族の皆様にとってより良き一年とな

りますように祈念し、交運共済東海事業本部を代表し新年のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

新春のご挨拶  

こくみん共済 coop ＜全労済＞への契約移転について  
 

 交運共済における以下の共済契約は２０２３年６月３０日をもって契約終了し、

２０２３年７月１日以降、こくみん共済 coop＜全労済＞の共済制度へ契約移転しま

す。 

 契約移転にむけて、現在ご契約頂いている組合員のご自宅へ「移転申込書兼解約

届」を２０２３年１月頃に送付いたします。今後、契約移転する・しないに関わら

ず、書類のご提出が必要となりますので、必ずお手続き下さい。 

 

〇契約移転に伴う手続き書類の発送予定 

【火災・地震風水害・交通災害・生命・入院共済】２０２３年１月頃に発送予定 

【マイカー共済】 各契約の２０２３年７月以降の満期に合わせて発送予定 

〇総合共済は今後も交運共済としてご継続頂けます。 

      

交運共済移転センター  フリーコール 0120-155-233  

    受付時間   10：00～19：00（日・祝日を除く）※１月１０日より 

     

     交運共済東海事業本部  フリーコール 0120-982-847  

         受付時間    9：00～17：30（土・日・祝日を除く） 

2 0 23 年 1 月 1 日  第 12 9 号  

発行責任者   菅沼  恒夫  
編  集  者   市原  壮志  

交運共済東海事業本部 

事業本部長 菅沼 恒夫 



新年あけましておめでとうございます。今年もご家族皆様がご多幸であ

りますよう心からお祈り申し上げます 

わたしが、四国松山を旅した時、街中に俳句が掲示されているのに驚

きました。松山といえば正岡子規のふるさとで、街を散策していると一

片の短冊が目に留まりました。「幸せは笑顔つくってこんにちは」。『幸

せ』という言葉に和やかな気持ちになり心が満たされました。   

また、幸せとは何でしょうか。着るもの、食べるものに困らなければ

幸せでしょうか。今、同じ時間を生きている世界中の人が戦争に巻き込

まれず、災害に遭うことなく暮らせることが幸せといえるのではないで

しょうか。と、講演で聴いた瀬戸内寂聴さんの言葉も忘れられません。 

わたしは、未来が険しい状況に進んでいるようで、そんなに悪くないように思っています。今

日よりも明日を良くしようと、笑顔を絶やさないよう心掛けています。 

 
 

新年あけましておめでとうございます。 

一昨年のバイク事故から、リハビリのため週２回ディサービスに通う

生活でした。この間、いかにして今ある環境と与えられた境遇に負けず

に自分らしく生活するかを考え、希求してきました。そこで挑戦したの

がリハビリを兼ねたグランドゴルフです。他のメンバーに迷惑をかけな

がらも、仲間に参入。その後、義父から譲られた碁盤がきっかけで囲碁

クラブに入会しお世話になりました。 

そこで得たものは出会いです。グランドゴルフのメンバーに８８歳

の矍鑠たる御仁がおられ、謙虚でグランド整備を率先垂範、その行動

力と洞察力、説得力等現役陣顔負けの活躍をなされ、己の至らなさを痛感させられる限りです。

また、囲碁の師匠には、大局の見極めと攻略の基本を教わりつつ、盤の片づけ・座布団の片づけ

等を新入りとして率先行動。７５歳になって、二人の素晴らしき師匠を得たということは、なん

と嬉しく幸運なことと思うものです。 

2023 年も、更に貪欲に我を磨きたい。「修己治人」己を高めれば、おのずから人は付き、認め

てくれる（我流解釈）。本年も、さらに己を高めていきたいと願うものです。会員皆様のさらなる

活躍とご健勝を祈念申し上げます。 

 
 

新年明けましておめでとうございます。 

 3 年目に至る、新型コロナウイルスも収束の兆しが見えない状況で、第８

波の感染も余儀なくされています。コロナウイルスも変異性ウイルスの派生

で、とめどもなく拡大しているようにも見えます。 

世界に目を向けると、ロシアが仕掛けたウクライナ戦争も停戦するような

様相は見られません。ロシア・北朝鮮などの独裁政権は、核をちらつかせ、

中国は、習近平政権が、３期目となり台湾問題も危険な状態となっています。 

 一方、職域共済である交運共済は、本年７月から「こくみん共済ＣＯＯＰ

（以下ＣＯＯＰ）」に移行となります。１月以降、ＣＯＯＰへの移転の手続き

が始まります。交運共済の解約手続きを行い、新たにＣＯＯＰへの手続きをして、加入申請が完了

となります。退職者連絡会の全会員がスムーズに移行手続きが行われるように皆様のご理解ご協力

をお願いいたします。 

 ＯＢ会は、会員相互の「友好と交流」を主たる目的として、会員の定年後の安定した生活環境や

豊かな人生の実現を目指して活動しております。 

 平均寿命の８０歳過ぎまでは、退職後の２０年間以上を健康で多くの仲間と接し、元気に楽し

んで長生き出来るように共に頑張っていきたいと思います。 

  

副会長 梅村 佐斗示 

副会長 桝本 碩哉 

事務長 松葉 孝三 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

あけましておめでとうございます。 

昨年から、私も含めていわゆる団塊の世代

が後期高齢者になりました。あまりいい言葉

ではないですね。高齢者医療の負担増、介護

保険の掛け金の値上げ、等々狙い撃ちされて

います。ミサイルが飛んできて J アラートが

発出されてもどこに逃げたらいいのか？世

界中がきな臭くなり、日本も防衛費の増額を

画策しています。これをどこからとるか、燃

料・食料は輸入できるのか？いろいろと悩む

ことはあります。しかし、まず自分が健康で

あることが一番大切です。外に出て交流しま

しょう。体を動かしましょう。将来に夢を持

ちましょう。コマのように動いている間は倒

れません。今年もよろしくお願いします。 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

新年明けましておめでとうございます。

コロナウイルス感染も本年２月で４年目

に入ります。新年１月中旬以降に新型コロ

ナ感染８波の発生が予想されています。               

独裁者プーチン大統領のウクライナ侵

攻も１年となり、ロシアが支配をする地域

ではウクライナ軍の攻撃を受け、戦時体制

でロシアは対抗する構えです。一日も早く

侵攻を終結し世界平和への社会を願うば

かりです。電気・ガス代を含む食品等の値

上げが相次ぎ、節約志向が個人の消費を低

迷させ、景気全体の足かせとなる負の連鎖

が起きています。今年こそは、コロナ感染

の終息と共に諸活動を開催し退職者連絡

会の更なる発展と共に、平和な社会を目指

して活動を展開していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年１０月以降から右肩上がりのコロ

ナ感染者数、高熱費を含む諸物価の高騰、

参議院選挙で明るみになった旧統一協会

等の課題をかかえて迎えた新年です。迷走

する岸田政権。今年はどんな年になるでし

ょうか。私たちが現在加入している交運共

済生協の共済制度は、7 月Ⅰ日より、こく

みん共済＜全労済＞へ契約移転します.手

続きを行い，引き続き契約加入をお願いし

ます。感染予防対策は緩和されてきていま

すが今までどおりの対策に努め、毎日を前

向きに生活してください。 

幹事 小縣 八郎 名古屋地区本部

 

幹事 広脇 渉 三重地区本部会長会長  

 幹事 沖山 松人 飯田地区本部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。 

行動制限緩和により各地で観光バスツア

ーや外国人観光客の姿も見られ賑わいが戻

ってきていると実感しています。また、地域で

は体力づくりのため運動を積極的にされる方

や、人との関わりを多く持たれる方も見受け

られるようになってきました。 

政治面では、内閣支持率が続落していま

す。問題対応で「後手」に回り優柔不断のた

め、支持離れになったと思われます。 

年金・医療費・介護保険制度を安定させ、

安心して高齢者が暮らせる社会にするた

め、これからも〝一歩ずつ〟前を向いてユニ

オン運動を進めていきます。 

令和５年も会員皆様のご多幸を祈念する

と共にＯＢ会へのご理解をお願いし 

て年頭のご挨拶とさせて頂きます。 
 

幹事 岡 孝治 関西地区本部会長  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   新年の御挨拶   ＪＲ東海ユニオン 中央執行副委員長 丸山 知章 
（ＯＢ会担当） 

新年、明けましておめでとうございます。 

日本において新型コロナウイルス感染症が発生してから約３年が経過しまし

た。感染拡大が始まったころと比較し、ワクチン接種も実施され、重傷化リスク

は減少していると感じることができますが、未だ収束の見通しは立っていませ

ん。感染防止に留意することで外出、旅行もできるようになったことは日本経済

についても、私達の気持ちの上でも救いです。ＪＲ東海の業績も全国旅行支援の

後押しもあり、まだまだ本調子ではありませんが、中間決算において黒字が実現

しています。このまま穏やかな感染状況の後、感染症が収束してくれることを強く祈念したいと

思います。昨年の年始の挨拶では「寅年だけに力強く生活していく」と言っていましたが、ついに

私も 11月に、新型コロナウイルスに感染してしまいました。幸い後遺症も無く、今は元気に働け

ているので良かったですが・・・・・ 

昨年は、ＪＲ東海ユニオンでも感染防止に気を付けながら長く開催できなかった行事や交流会

も少しずつ開催することができました。やはり、お互いに顔を合わせて言葉を交わし、レクリエ

ーション活動やスポーツ競技に興じることで一層の親睦は深まります。本年も、withコロナにお

ける活動についても感染防止に気を付けながら展開し、組合員同士の絆づくり、組織の活性化に

も取り組んでいきたいと思います。まだ続く、マスク着用、アルコール消毒の生活は場合によっ

ては不便を感じ苛々することもあると思いますが、新型コロナ感染症に気持ちで負けず前向きに

様々な活動に取り組んでいきたいと思います。やがて必ずコロナウイルスは収束していく！ 

本年もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員、ご家族の皆様におかれましては

良き新春を迎えられたことと、お慶び申

し上げます。 

関東地区本部の活動として、昨年 6 月

に「新選組土方歳三と日野市を訪ねて」

のハイキングを実施する事ができまし

た。当日は天候にも恵まれ、心地よい汗

と青空、会員の和やかな一時を参加者全

員で確認できました。本年は OB 会活動

が全て完結できますよう願っています。

令和 5 年が会員の皆様にとって、実り多

い年となりますことを祈念しまして、新

春のご挨拶とします。本年もどうぞよろ

しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年、明けましておめでとうございます。 

これまでの長いコロナ禍にあって私たちの

様々な取り組みは自粛、縮小を余儀なくされ、

皆さまとの貴重な交流、親睦の場を持てなか

ったことは残念でした。 

ワクチン接種等、感染防止対策の徹底によ

り「ようやく出口か」との局面もありました

が今もなお収束した状況にはなく、今後は、

「コロナとの共存」の中で「どのようにして

活動を続けていくのか」が求められているよ

うに思います。 

本年が明るく素晴らしい一年であってほし

いと願うのは誰もが抱く共通の想いです。静

岡地区でもそんな一年とするために皆さまと

一緒になって努力したいと考えています。 

 

幹事 久保田康司静岡地区本部会長  

 

幹事 大沼治雄関東地区本部会長 



 

 

 

OB会副会長 桝本碩哉 

    年金繰り下げ支給のポイントは 
 

年金の受給開始年齢を通常の６５歳より遅らせる「繰り下げ受給」。老後も一定の収入や

余裕資金がある場合、年金増額策として有効で、人生百年時代の「保険」としても注目され

ている。昨年４月からは、繰り下げ受給の上限年齢が従来の７０歳から７５歳に引き上げら

れた。繰り下げを検討する場合の注意点について調べた。  

６５歳以降も働き続ける体力や気力があり、働く場もある人が増えたことが背景により、繰

り下げ受給の相談が増えているそうである。 

 繰り下げ受給は、１カ月遅らせるごとに年金額が０・７％増え、１年遅らせると８・４％増え

る。この増額率は生涯続く。６５歳で年金受給権を得た後、受給開始の手続きをしなけれ

ば、自動的に繰り下げられる。老齢基礎年金、老齢厚生年金の一方だけを繰り下げること

も可能だ。逆に「繰り上げ受給」は早く年金を受け取れるが、生年月日によって月０・５％ま

たは０・４％ずつ減額される。 

 「７０歳まで繰り下げようと思っていたが、６８歳から受

け取りたい」と気が変わることもあるだろうが、「必要に

なったら受給手続きをすればいいだけ。銀行預金で

年８・４％増やすのは容易ではないが、繰り下げ受給

で一年待機すれば８・４％増額された年金が生涯続

き、安心感が増す」。 また、７８歳で大きな病気にな

ったなどで繰り下げるのをやめたい場合６５歳から受

けるはずだった過去３年分の年金を一括請求できる。

繰り下げによる増額は反映されないが、「最大で過去

五年分はさかのぼって受給できると知ると、安心する人は多い」。 

 ただ、さかのぼった各年に年金を受けたことになり、その金額が公的年金等控除額（１１０

万円）を超えると、他の所得と合わせて再計算され課税されることもある。年金事務所など

で年金額を確認し、その金額を基に税務署や市役所で税金や社会保険料を試算した上で

検討するといい。 

 今年四月からは、７０〜８０歳未満で年金を一括請求する場合、その５年前に繰り下げの

申し出があったと見なされて、増額された過去５年分の年金を受け取れる。その後の年金

にも、この増額率が反映される。 

◆加給年金は受け取れない 

注意したいのは、六十五歳になった時、厚生年金に２０年以上加入している人で、厚生

年金の加入歴が２０年未満の年下の配偶者がいる場合だ。配偶者が６５歳になるまで加給

年金という年間約３９万円の「配偶者手当」が厚生年金に上乗せされるが、繰り下げ中は受

け取れない。繰り下げによる加給年金の増額もない。 「年齢差が小さければ繰り下げの方

が得と考える人もいる。年の差が大きければ数年繰り下げをして、さらに加給年金ももらえる

こともある」と。基礎年金だけを繰り下げれば、厚生年金にひも付いている加給年金は受け

られる。さまざまなパターンがあるため、年金事務所などで試算してもらうことをおすすめす

る。 

つぶやき 

https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=189461&pid=722687


 

 

 

 
ＪＲ東海ユニオンＯＢ会 

本部事務長 松葉孝三 
 

  参考：「いっしょに！きくち体操“きくち体操代表 菊池和子著： 

朝日新聞(2022.10.20)埼”地域総合“掲載」 

 

最後まで自分の足でしっかりと

歩いていくために、絶対に力をつ

けておかなければならないのが腹

筋です。「体の前側のおなかの部分

には骨がありません。腹筋が内臓

を支えています。体の中心に腹筋

があるおかげで重たい頭も支えら

れます。大事な筋肉なのに、油断

していると、脂身となり、トロト

ロになりやすい。」年を取るにつれ

て、気になってくるのが、ぽっこ

りおなか、腹筋が弱ると、内臓も

下がり、おなかがぽっこり出てし

まいます。内臓が下がると体の不

調も出やすくなり、足で踏ん張る

力が弱くなります。すると、自然

に前かがみの姿勢になってしま

い、つまずいたり、転びやすくな

ったり、歩けなくなったりする原

因にもなりかねません。腹筋が六

つに割れるようにジムでトレーニ

ングする方も多いですが、過度に

鍛える必要はありません。今回は、自宅で壁を使って簡単に腹筋に力をつける運

動です。①壁に両足の全指を広げながらベタとつけて、特に親指と小指に力をい

れ、踏みます。（写真 1）②おなかを引っ込めて仰向けに寝ます（写真２）③足の

指に力を入れ、壁を踏み、おへそを見るようにゆっくりと起き上がります。（写

真 3）④上半身を起こしたら、前に上体を倒し、おなかをさらに引き込みます。

（写真 4）起き上がれない場合、おへそをのぞき込む姿勢をキープするだけでも

力をつけることができます。足の親指と小指に力を入れ、壁を踏むと、お尻がキ

ュッとしまり、効いていると実感します。  



 

悠久の杜お伊勢さんにいらっしゃい 
 

 

三重地区本部 
 

 「ようおいなしたな

ぁ、ゆっくりしていき

ない」。 神宮のことを

この地方では「お伊勢

さん」といいます。 

神宮は、外宮（げく

う）さんと内宮（ない

くう）さんを中心とし

て 14 所の別宮・43 所

の摂社・24 所の末社、

42 所の所管社があり

ます。神宮はこれら

125 の宮社の総称でも

あります。 

 それでは、まず外宮

さんからご案内します。

伊勢市駅の正面から外宮参道を真直ぐに歩き 10 分位で外宮さんの正面に

着きます。外宮さんは、道路から近くにぎやかな感じです。パワースポッ

トには人垣ができています。勾玉池のほとりには「せんぐう館」があり 1300

年にわたり続けられてきた 20年に一度の式

年遷宮のお祭りの様子が学べます。表参道

の道向かいには、内宮方面のバス停があり

ます。レトロバスや連接バスに乗ることも

できます。内宮までは 440円です。 

宇治橋から内宮のほうを見ると、森ばか

りで社は見えません。宇治橋を渡るとそれ

までの喧騒が嘘のように静まりかえりま

す。正宮まで森の中の参道を行きます。車い

すに乗られた参拝者の方が木立の梢から見

え隠れする青空を見ながら、「こうやって上

を見ていると、心の中がだんだんと洗われ

ていくようだ」といってみえました。それほど、清々しい気持ちになるよ

うに思えました。帰り道は、お祓い町を通って行きましょう。太閤出世餅・

神代餅・おなじみ赤福・返馬餅な

どの餅屋、伊勢うどんの店・天ぷ

ら・てこね寿司などの食べ物・お

酒・土産物の店が並んで、のぞい

てみたり、つまんでみたり、ただ

し、人気店はかなり待ち時間がか

かりそうです。お祓い町を出ると

バス停に出ます。伊勢市駅方面行

です。少し歩くと近鉄五十鈴川駅

もあります。名古屋・大阪・京都・

鳥羽・志摩方面に行くのは便利で

す。 お参りのあとは、「美味し国

伊勢志摩」を堪能して、おかえり

ください。名古屋へは JR快速みえ

号が早くて便利です。 

五十鈴川と内宮の森 


