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■ 葉加瀬太郎 Acoustic Tour “ エトピリカ”
チケット発売！

社古烏神社が社地とされている。『徳 林の港には大昔から船の出入りがあ
めじるし
島県神社誌』に「社地に古木が多く った。津乃峰山頂は海上交通の目標
う っ そ う と 茂 り 樹 木 に 鴉（ カ ラ ス ） であった。
が多く生息し、村民も古烏神社とよ
現在でも夜間、津峯神社には電燈
たけ
んでいた」と書いてある。祭神は建 が輝いている。上中町南島の筆者宅
ひめのみこと
か じ が みね
比売命とされ、安産の神として信仰 からすぐ北側下の鍛冶ケ峰にも電燈
されていた。
が灯っているのが見える。
海上を航行する船や漁船は津乃峰
か し わ ひ め
山頂の燈火が道しるべとなっていた。
津峯神社のすぐ北側下の狭い道沿
いに「家具の岩屋」がある。ここの
岩屋は戦前の小学校教科書にも掲載
されていた。この岩屋は貸し椀伝説
で知られ、古代人の暮らしていたこ
とを証明する出土品が出てきている。
や ほこ
八桙神社については再三書いたが、
神宝と隆禅寺との関係については稿
を改めたい。

科学
センター

サマーサイエンススクール
（有料・要申込）
３日間かけて、実験や工作、昆虫や
植物の標本作りを行います。夏休みの
宿題にもピッタリです。
日時 ７月 日㈯、 日㈰、８月 日
㈰ 午前９時～午後４時
対 象 小 学 ３ 年 生 ～ 中 学 生（ た だ し、
３日間とも参加できる方に限ります）
定員
人（先着順。定員に達し次第
締切）
参加料 １人 ２０００円
参加方法 小中学校を通じて配布され
る所定の申込書か、ホームページから
お申し込みください。
※くわしくはお問い合わせください。

夏休み土星観望会 （無料）
今夏は、環を持つ惑星、土星がよく
見えます。
日時 ７月 日㈯、 日㈰ 午後７時
～９時
参加方法 実施時間内なら、いつでも
参加できます。予約は不要です。
※悪天候の場合は中止します。

夏休み星空教室 （有料・要申込）
親子で星座早見を作り、夏の大三角
を観察します。小学４年で学習する内
容に合わせて行います。
日時 ７月 日㈮、８月８日㈮ 午後
７時～９時 分
対象 小学３年～６年生
定員 各 組 人（先着順。定員に達
し次第締切）
参加料 ２００円（保護者は無料）
参加方法 事前に電話、またはホーム
ページからお申し込みください。

大西浩次星景写真展 （無料）
星空と景色を一緒に写した「星景写
真」の第一人者、大西浩次さんの美し
い写真展を開催します。
展示期間 ７月 日㈯～８月 日㈰
展示場所 体験館１階 エントランス

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
７月の休館日
７日㈪、 日㈪、 日㈫、 日㈪
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日時 10月13日㈷ 17:30開演（17:00開場）
場所 市民会館 大ホール
入場料 全席指定 7,560円（当日500円増し）
※３歳未満入場不可。３歳以上有料
チケット発売開始日 ８月３日㈰ 8:30～
チケット販売場所 市民会館ほか
問い合わせは 市民会館（☎22－7000）へ

この項終わり

http://www.ananscience.jp/science/
ホームページ
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夏休み期間中の平日、午後２時 分
～、土・日曜日は午前 時～、午後２
時 分～実施しています。

おもしろ科学実験 （無料）
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あなん
カルチャー
賀志波比売神社
室比売神社
うつ
同社の所在地として阿南市新野町
賀志波比売神社は津乃峰山頂へ遷
と海陽町相川室津説がある。相川の されて津峯神社と名を変えた。現在、
このはなさく や
阿津神社（祭神 木花咲耶姫命）の 津峯神社の飛地境内社となっている
かしわの
説が有力である。新野町の室姫神社 見能林町柏野にある賀志波比売神社
（ 室 久 保 岡 山 頂 上 ） も 捨 て 難 い。 室 の故地であることに間違いない。
姫神社はもと室比売神社と称してい
いつ移転したのかよく分からない。
た。
寛政五（一七九三）年の「阿波国十
だいはんにゃきょう
なかじんじゃかきあげきゅうきのしょ
新野町轟神社の大般若経には養和 郡中神社書上旧記書」によると「津
ぎょ う しんたく
元（一一八一） 年、 寿 永二（一一八二） 峯大権現は聖武天皇の御宇神託有て
年、
文治六（一一九〇）年の奥書があり、 賀志波比売の社を当山に遷させたと
もとは室比売神社が所有していた。
云伝ふ」とある。同書にも書かれて
いるように「言い伝え」に基づいて
たけ ひ め
書かれている。神託（神さんのお告
建比売神社
宝田町川原の正八幡神社飛地境内 げ）は物事のありがたさや説明する
のによく使われる。
しかし、柏野の賀志波比売神社を
其の
遷したのは間違いない。社名もこの
時変更されたものだろう。津峯神社
は昔から海上安全の神として尊崇さ
れていた。
遷座した大きな理由として地形を
挙げることができよう。津乃峰山の
前面に橘湾が広がり紀伊水道が見渡
せる。天候のよい日には紀州の山々
が遠望できる。橘・答島・大潟・中
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■ サンリオファミリークラシック
「リボンの国の音もだち」

■ 夢ホール ホワイエコンサート
（チェロとギターの出会い）
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日時

①洋楽の部 ９月27日㈯ 14:00開演予定
②邦楽の部 ９月28日㈰ 14:00開演予定
場所 コスモホール（情報文化センター）
出演者 阿南市在住の方
（グループは阿南市民を１人以上含む）
演奏方法 原則として生演奏
演奏形態 独奏、重奏、合奏、独唱、重唱、合唱
入場料・参加料 無料
申込方法 申込書（情 報文化センター、文化会 館、
市民会館、各住民センター、市立図書館等に備え付け）
を情報文化センターへ提出してください。
（郵送可）
申込締切日 ８月10日㈰（消印有効）
問い合わせは 情報文化センター（☎44－5000）へ

日時 ７月19日㈯ 14:00～14:45
場所 夢ホール ホワイエ
入場料 500円（ワンドリンク付き）
※仲良しチケット
２人以上で１人400円
（前売りのみの取り扱い）
※未就学児は入場無料
出演 チェロ 田上和子
ギター 平岡範彦
曲目 カフェ1930（ピアソラ）、
ブラジル風バッハ第５番（ヴィラ
ロボス）、こきりこ変奏曲ほか
※終演後、ギターのお試しレッス
ンがあります。
問い合わせは
文化会館（☎21－0808）へ
キティちゃんやサンリオキャラクターたちが阿南市
に遊びにきます！
日時 ８月３日㈰ ①10:30開演 ②13:30開演
※０～３歳は①のみ入場可
場所 夢ホール（文化会館）
入場料 全席指定2,000円
※３歳未満でひざ上1人は無料。
※②のみ無料
託児あり（１
週間前までに
要予約）
チケット販売
場所 文化会
館、平惣書店
（阿南センタ
ー店、羽ノ浦
国道店、小松
島バイパス店、
徳島店）フジ
グラン阿南、
アピカ、黒崎
Ⓒ ’76,’93,’99,’14 SANRIO APPROVAL
No.SP550285
楽器
問い合わせは 文化会館（☎21－0808）へ
津峯神社

■「第７回コスモホール音楽祭」
出演者募集！

