
奥熊野・玉置の世界遺産を守る会

宛先 世界遺産国会議員連盟と奥熊野・玉置の世界遺産を守る会

賛同者からのメッ
セージ

こんにちは！

奥熊野・玉置。世界遺産の崇高な理念で守られているはずの地域、文化が
現場の判断と行政の容認で、現状変更されている実態の改善を！



コメント

名 場所 日付 コメント

関西 康一郎 Higashimuro-gun, 日本 2014-05-24 大切な心と魂の憑代を大切にしてほしいという思いです。多くの人に実態を知
ってもらい、あるべき方向に進むことを祈念します。

岩永 隆治 Unzen-shi, 日本 2014-05-24 南方熊楠も体を張ってこのような愚行を阻止したと思います！！

阪口 圭一 Higashimuro-gun, 日本 2014-05-24 「切り捨てる」という言葉がありますが、宿り木の伐採は、限られた人間の限
られた知識で、天然自然の繋がり（共生）を切り捨てたように感じます。「宿
る」ということばとそのことばを使ってきた文化をもっと噛みしめ、味わいま
しょう。

山口 夏子 日本 2014-05-24 樹 切らないでください。
私達よりはるかに長い年月を
生きている。
樹に宿る神を感じて下さい。
お願いいたします。

岡田 光興 日本 2014-05-24 世界遺産として、また、太古からの神的遺産として、皆さんの納得のいく対応
をして頂きたく存じます。

力久 博之 日本 2014-05-24 何事も自然におまかせ、人為的なエネルギーが入ることが一番残念です!!畏敬
の念があれば、その方向にいかないのに、愛が足りてないですね!?

Sakurai Daisuke Hachioji, 日本 2014-05-24 我々よりはるかに長く生きているものに対して敬意をもってほしいと思います
。

坂和 伸一 Kyoto-shi, 日本 2014-05-24 遥かな歴史を超えて…
大切に守って来られた先達の心が、
自身が手を加える際に…
まったく感じ取れずに居れる…事に、
大いなる懸念を感じて居ます。

増田 達彦 日本 2014-05-24 玉置神社のご神木を切ることは、神道以前に、何万年に渡って日本の国土に住
んで来た人類の、営々と続く神聖な自然信仰を根本から揺るがす恐るべき愚行
です。絶対に許してはなりません。

天川 彩 日本 2014-05-24 自然の調和を人間の浅はかな判断で乱すことは、許されることではありません
。世界遺産は、人類の愚かな行為から守る為にあるのだと思います。

山本 光生 日本 2014-05-24 少なくとも、伐採にあたっては、なぜ切らなかればならないのか、理由を明ら
かにすべきだ！

SAKAGUCHI SHINICHI 日本 2014-05-25 自然は人類の生命の源です。

宮本 とも子 Tanabe-shi, 日本 2014-05-25 守られて然るべきものなのに、
こんな事態になっている事が残念でしかたありません。ぜひ現状維持がなされ
ますように。

山口 恭子 Yokosuka-shi, 日本 2014-05-25 賛同致します。

寺岡 信彦 日本 2014-05-25 玉置神社の杉わ素晴らしい。
この自然豊かな綺麗な森わこれからも自然のままのこさなければいけないと思
う

関谷 由子 Matsuyama, 日本 2014-05-25 樹齢3000年の御神木を伐採するなんて信じられません。倒木の危険があるにし
ても、それを保護するための対策もできるはずです。どうぞもう伐採はやめて
下さい。

岡田 知子 日本 2014-05-25 危険というなら、人間のほうが遠慮すればいい。



名 場所 日付 コメント

篠上 雄彦 日本 2014-05-25 日本の御神木を守り、後世に伝えましょう！

江口 麻緒 日本 2014-05-25 数年前、導かれるように、この木の前に、連れて行かれた事があります。その
時、木の前に聴診器を持った方が居て、木の“ドクドク”という音を聴来まし
た。2009年頃だったかと。地球の呻きに聞こえた事が印象に強くあります。ど
うか護られますように。

深田 英孝 日本 2014-05-25 奥熊野・玉置の遺産を世界に残してください。

坪久田 総一郎 日本 2014-05-25 神の森は護らねば。

森田 由一 Iga-shi, 日本 2014-05-25 樹木医の文化財行政への影響力は、かなりのものがあります。特にお抱えの樹
木医がいる場合はその樹木医の鶴の一声で方針が決まってしまうことも大いに
あると思います。これは、行政側としては、市民や県民に対して、「専門家の
指導を仰いだ」と言い訳ができるからです。
　この、行政指定やお抱えとなっている樹木医のレベル如何によって天と地ほ
どの差があります。
　私も、行政お抱えの樹木医なのですが、今回の件を知って残念でなりません
。今回の御神木の”宿り木“とは、おそらくいわゆる『ヤドリギ(寄生植物)』
ではなく、屋久島の縄文杉などにもに見られるような、『”着生“木』なのか
な?と思いますが、縄文杉は勿論の事、当方の自治体の天然記念物においても
、着生木との共生というその希有な価値も含め天然記念物に指定されている樹
木があります。
　私は常々、私が治療することになった樹は、私を呼んでいたのだと確信する
のですが、そういう樹木医に巡り逢えなかったその御神木やそして氏子総代さ
ん達を代表とする氏子自身が、引き寄せられなかったということになり、それ
はそれで何か意味のある事なのでしょう。
　私は熊野を抱く隣の三重県なので、こうなってしまった今からでも、馳せ参
じたい気分ですが、その御神木が私を引き寄せるならば、そうなるだろう…
という気持ちです。
　何はともあれ、賛同いたします!!

出口 倫子 日本 2014-05-25 大本教の出口と申します。
自然な形で生き続けてきた生命の偉大さと尊さに、人の智恵をこえたものを感
じます。
そこには、神の存在、繊細なる命の繋がりやめぐり等、現代といえども、はる
か私たち人類の考えをこえたものがあると思います。
その崇高で侵すことのできない世界、宇宙の叡智であり、長年守られてきた信
仰の形を一部の人の判断で操作することはいかがなものかと存じます。
人をこえたものの存在に、今一度、祈りをあわせ、頭ではなく、心で感じてみ
ていただきたく存じます。

後藤 サヤカ 日本 2014-05-25 人間の浅はかな愚かな行動に反省します。目覚める人が増えていきますよう、
祈り、行動します。

森 良 Toshima-ku, 日本 2014-05-26 他の生命と共生しているから価値が有るのだと思います。住民・関係者とよく
話し合ってください。

竹原 裕貴 Sakai-shi, 日本 2014-05-26 神の声を聴ける人が少なくなりましたね・・・

窪園 雅敬 日本 2014-05-26 目に見えるものと目に見えぬものが同じくらい大事だとおもっています。今回
の目に見えるもの（杉）をきったらそれだけではすまされない目に見えないも
のまで影響がありそのめに見えないものを大事にすることがこれからの私たち
の生き方にとても大切なことのひとつだとおもっています。守られている意味
を再認識しこれからも守っていきたいという意志を署名でですが示したいです
。

村田 訓吉 Matsudo-shi, 日本 2014-05-26 世界遺産の存在意義も危うくなるような行為です。
慎重に対処して欲しい。



名 場所 日付 コメント

Swing MASA 南河内郡, 日本 2014-05-26 人間の勝手な判断で自然界の営みを破壊しないでください。

新樂 智夫 Yokohama-shi, 日本 2014-05-26 絶対に反対です。世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に指定されている奈良
県十津川村の玉置神社において、昨年11月、樹齢三千年の御神木、神代杉に生
育していた宿り木が伐採されました。

平田　 利之 日本 2014-05-26 頑張ってください

Ｋａｊｉｗａｒａ Ｍａｒｉ Chofu, 日本 2014-05-26 熊野の木々は精霊が宿る神聖なもの。絶対守ってほしいです。

野生 俊 日本 2014-05-26 「熊野の霊場と参詣道」の世界遺産は玉置神社を含め多くの神社、熊野古道に
よってなりたっているはずなのに今回の玉置神社の行いによって世界遺産の解
除になるような事が起こると玉置神社はそんなに近くないですが勝浦で生まれ
育った者としてもとても悲しいです。
熱く熱く賛同いたします。

海野 みづえ 日本 2014-05-26 伐採をしない方がよかったのか、状況を知らない私は判断できません。しかし
、十分な説明や同意がないまま進められたことは問題で、そういったプロセス
の共有をすべきです。

佐脇 伸幸 愛知県, 日本 2014-05-26 ご神木、ましてや世界遺産にも指定されている以上、一部の者の意見だけで事
を決してはならない！

北川 逸英 東京都, 日本 2014-05-26 神の造られた守るべきものを護らず、人の作り出した廃すべき悪を拝すること
は、いのちを弄ぶ許されざる行いです。様々な有り様があってこその大和です
。

赤星 弘毅 日本 2014-05-26 3000年の祖先の英知を一握りの人間の判断で決めてはいけない。今の人間の知
恵が昔の人々の英知よりも勝っているとは考えられない。枯れてしまった場合
にも誰も責任は取らないだろう。

中村 雅志 Kitsuki-shi, 日本 2014-05-26 信仰を切り捨てる愚行に思われます。

長谷川 智也 Yoshino-gun, 日本 2014-05-26 情けない。

西本 誠 日本 2014-05-27 次世代への責任として、熊野の神木を守る活動に賛同いたします。

英之 寺内 スペイン 2014-05-27 熊野の趣きを湛えた自然は世界のどこになく、本当に日本の宝だと思います。
自然を大切にして行きたいと思います。

横田 久美子 Yamatokoriyama-shi,
日本

2014-05-27 これは無いでしょう、、、ショック！

畠山 紘 Osaka-shi, 日本 2014-05-27 大参同します。

美濃 Mick 日本 2014-05-27 玉置神社は私の先祖代々崇敬した神社でございます。125年前の水害で北海道
に移住しましたが敬愛の念は今でも受け継いでおります。もし切るのでしたら
相談してから実行してほしいと感じます。

前田 久美子 日本 2014-05-27 どうぞ世界文化遺産をまもり継がれていかれますように。

Kuroda Hiroki Osaka-shi, 日本 2014-05-27 御神木に勝手に手を加える罰当たりは断じて許されません！

平中 二郎 Sakura-shi, 日本 2014-05-27 「現場の判断」と「行政の容認」
理解出来ない「愚行」には、
遠くの地にいる私としては、成す術もありませんが、「心」より祈ります。
賛同致します！

田上 哲也 日本 2014-05-27 見せかけだけの環境保全はいりませんね。
生態系の循環の中に人間は生かされていることを忘れてはいけないと思ってい
ます。

西村 幸祐 Shibuya-ku, 日本 2014-05-27 全く許せない状況です。行政が機能していない証拠でもありますが、日本人の
常識が問われています。
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稲田 智造 日本 2014-05-27 其処ら辺にある何の変哲も無い気の伐採ですら悲しいのに、こんなことが行わ
れているとは。

けん G Chiyoda-ku, 日本 2014-05-27 これってどうなん！？！？
日本人の倫理が薄れてる証拠だろうなぁ・・

木下 清 日本 2014-05-27 無くした神は帰ってきません。

永池 ヴェロニカ實保 日本 2014-05-27 賛同します

F sadami 日本 2014-05-27 賛同します。

須藤 尚人 日本 2014-05-27 文化遺産の保全管理は、一神社、一地方行政にゆだねられることなく、国家事
業として、歴史的、文化的、科学的観点から、末永くありのままに伝えられて
いくことを切望する。

今井 兼久 日本 2014-05-27 ヒドい、、、

菅沼姓 猛名 日本 2014-05-27 趣旨説明を読ませていただき心から賛同致します。コメント（任意）

Shiori Okumura 日本 2014-05-28 許すまじ！

sato ichiro 日本 2014-05-28 宛先：世界遺産国会議員連盟 
奥熊野・玉置。世界遺産の崇高な理念で守られているはずの地域、文化が現場
の判断と行政の容認で、現状変更されている実態の改善を！

発信者
佐藤　一郎

植田 一宏 日本 2014-05-28 人の愚行は止まらない・・・
天変地異が起こり、様々なモノが怒りを露わにしても止まらないでしょう・・
・
なぜなら、人だから

藤原 朝臣 日本 2014-05-28 酷いですね。

滝口 俊二 Yoshino-gun, 日本 2014-05-28 日本の宝、御神木を守ろう！

西飯 由美子 日本 2014-05-28 知りませんでした。多くの国民の耳に触れない内に粛々とこんな事が行われて
た事が心底　腹立たしいです。何が世界遺産ですか！玉置神社の宮司は恥を知
りなさい！

熊谷 敦子 日本 2014-05-28 伐採について、きちんと検討会なり第3者機関なりで検討し、保存に最善をつ
くすべきです。世界遺産であろうがなかろうが、信仰の対象であるご神木を未
来へ伝えるのは、容易いことではないかもしれませんが、それなりの努力、情
報の公開をし、手を尽くすことが必要だと思います。

Medamayaki Oyaji ティンプー, 日本 2014-05-28 すめらぎ弥栄！

田中　 格 Kawasaki-shi, 日本 2014-05-28 樹木医の見解に対しても疑問があるのはもっともではないだろうか？
「宿り木伐採」という信仰を蔑ろにする選択肢しか考え付かない、この樹木医
の神経を疑う。
樹勢が弱っているなら強くする方策を提案するなり、最終的には補強策を考え
るのが妥当と考える。
いずれにしても簡単に杉の木のみを保存対象に定めた決定を見直す必要はある
かと思う。宿り木と共生する巨杉の姿を崇拝の対象とするならばこのようなや
り方は考えられないと思える。宿り木によって杉の木が枯れようとも、そのこ
と自体が自然崇拝の根本なのではないだろうか？

Kawasoe Keiko 日本 2014-05-28 ご神木は神様です！

大川 寛樹 日本 2014-05-28 守るべき物を守ってこその日本人だと思います。
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Toshi Suzuki Yokosuka, 日本 2014-05-29 古（いにしえ）から慕い守られてきた御神木を一部の者の判断で伐採するのは
いかなるものだろうか。

下田 眞由美 日本 2014-05-29 御神木を切ったかたは命とひきかえになると思います。してはいけないことな
のです。

katayama hiromi 日本 2014-05-29 信仰の対象であるご神木をむやみに伐採するのは如何なものかと思います。

Oda Watamushi Nagoya-shi, 日本 2014-05-29 勝手にやったらアカンかったね。なんで周囲に意見求めんかったん？というお
話。
後世まで続くケースで、そういう独断的な対応はNGです。

碓井 徹 New York, NY 2014-05-29 世界遺産指名という事との現実的なルールを知らない、おじいさん達の組織で
すから、間違いはするでしょう。

Suzuki Takeshi East Los Angeles,
アメリカ合衆国

2014-05-30 下里に昔の町長で山もちの玉置さんがいまして、長男が和大でておくの山管理
をしています。次女が同級でした。玉置j神社は枯れの敷地にたつのかな？

浅野 美希 日本 2014-05-30 世界遺産であり神聖である樹木の伐採は許されないこと。次の世代に残すべき
ものがあるはず。
それを守るために署名します。

藤保 奈緒 日野市, 日本 2014-05-31 木は神様です。木を切ると自分に同じ痛みで返ってきます。

井手口 光宏 Chikushino-shi, 日本 2014-06-03 自然は、守り、かつ保護しなければなりませんね。

堀口 恵子 日本 2014-06-05 私は奥駆道をフィールドとする修験行者です。奥駆道を歩む時、いつも感じる
のは人の存在のいかに小さいことかということです。倒伏の危機にある木があ
れば見守りませんか？樹木は驚くべき生命力をもっています。倒伏してもなお
新しい若木が育っている木が奥駆道に存在しますよ。樹木は人より長い命の時
間を生きます。人は微力ながらそのお手伝いはできますよ。樹生をまっとうす
る姿に敬意を表したいです。

松田 道章 2014-06-06 大切なものが何か見えない人たちに癒しを祈らせていただきます。

野末 晃 日本 2014-06-06 しっかりと感じてほしい！どうあるべきかを。

良太 成相 日本 2014-06-08 賛同します！

Suzuki Toranosuke 日本 2014-06-12 歴史と伝統に泥をぬった宮司と役員は辞職すべきです。元橿原神宮神主をわざ
わざ呼び、本宮町から事務員を呼び、なぜ十津川の神主は総辞職させられてい
るのだ？木々伐採、雇用など本当は問題山積みなのでは？

戸谷 考二 日本 2014-06-13 CO2をO2に

誰でも知っているはず

緑が無ければ生きてはいけないと。

Haruka Hirashita 日本 2014-06-23 植物の存続と言うのは意見が分かれやすいと思います。
なぜなら高齢な樹木ほど数が少なく、それぞれ土壌やその地域の気候等が異な
っており「これ！」という万全の対策が共通していないとかんがえられるから
です。
だからこそきちんとした専門家で話し合いをし、最善の選択をしていくことが
重要ですよね。
十津川村はとても綺麗ないいところでした。今度また釣りに行った時に、この
神社に寄ってみたいな。

YAMASHITA DAISUKE 西宮市, 日本 2014-06-27 未来につたえなければならないもの

新井姓 亮一名 群馬県都道府県, 日本 2014-07-15 世界遺産とは⁇
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国本 勝 Setagaya-ku, 日本 2014-07-16 国家権力の根源は利権.日本は悪い方向に向かっています。

公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表　国本　勝
事務所＆自宅　〒299-5211　千葉県勝浦市松野578
自宅　電話/0470-77-1064　　　Fax/0470-77-1527
　　携帯/090-4737-1910
　メール/<a href="mailto:masaru.k@ray.ocn.ne.jp"
rel="nofollow">masaru.k@ray.ocn.ne.jp</a>　　<a href="http://masaru-
kunimoto.com/" rel="nofollow">http://masaru-kunimoto.com/</a>

稲石 浩介 Hamamatsu-shi, 日本 2014-07-16 みんな、ありのままでよいと思います。

半田 雄翔 日本 2014-07-30 人が手を加える事無く自然の摂理を大切にして欲しい。

辻本 大知 日本 2014-08-04 クマノを愛するものにとって神木はライフラインです。

北川 妙子 Otsu-shi, 日本 2014-08-09 私は初めて玉置神社へ参拝させて頂く機会を与えて下さった時から写真に掲載
されている神代杉に、なんとも言えぬ想いを感じ、今も変わらず、人生に悩む
時は必ずお会いしに行きました。
そんな大事な神代杉を世界遺産とも知らずなのか、神様を信じておられないよ
うな発言で人間ごときが木を切るとは、宮司失格と思われます。どうか、玉置
神社の大神様が喜ぶような一生懸命お世話できる方になって頂きたいものです
。

Funyu Yoshie Koto-ku, 日本 2014-08-24 森林を伐採するという判断はまちがえている。

皿谷 憲子 日本 2014-08-29 神代からの命を繋ぐ御神木が　あまりにも痛々しく。他にも白山社の窟座の根
元に打ち込まれた御影石の柱等痛々しい場所があり。御神事を司り氏子と共に
玉置の聖地を守っていく立場の方々の短慮。とても残念です。何か出来る事は
ないかと思い賛同させて頂きます。

tsuchiya tokie tokyo, 日本 2014-08-29 世界遺産は現状を見て判断されたもの。変えてしまうのなら世界遺産ではなく
なる。


