
インターネット神社参拝読売新聞記事

2006 年（平成 18年）12月 16日土曜日

①読売新聞東京本社版夕刊 1面記事

②読売新聞大阪本社版夕刊一面記事

③ Yahoo! 揺 れ る 神 社 界 _ 社 会 _ YOMIURI 

ONLINE（読売新聞）

④２００６年（平成１８年）１２月２６日（火）

読売新聞大阪本社・＜地域＞高知版２１ｐ記事

 ・以上が当神社名の入った 2006 年（平成 18

年）12 月 16 日土曜日・当日の夕刊掲載記事と

００６年（平成１８年）１２月２６日（火）読

売新聞大阪本社・＜地域＞高知版２１ｐ記事

スクラップです。
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政治 社会 人

社会ニュース - 12月16日(土)19時57分    条件検
索 

[PR]　イブに彼女を自分の部屋に呼ぶ方法？ドミノ・ピザにおまかせ
ください。 

ネット参拝は是か非か、初詣で前に揺れる神社界
12月16日19時57分配信 読売新聞

　初詣でシーズンを前に、インターネット上で「参拝」「祈願」ができた
り、お守りやお札を販売したりする試みを巡って、神社界が揺れている。

　全国約８万か所の神社を管理・指導する神社本庁（東京）は、「ネット上
に神霊は存在しない」と、今年初めて自粛を求める通知を出した。しかし、
導入している神社からは「神社に親しみを持ってもらえる」「遠方の人の助
けになる」との声もあり、本庁では頭を抱えている。

　地元で「安産の神様」として知られる高知県南国市の新宮神社。ホームペ
ージで「インターネット参拝」を選ぶと、「ネット記帳」の欄が表示され
る。願い事を書き込み、「私のお願いをよろしく」というボタンをクリック
すると、神社に電子メールが送信され、無料で祈願してもらえる。

最終更新:12月16日19時57分

関連トピックス： 年末年始情報 インターネット

フレッシュアイNewsWatchでも、初詣に関連するニュースやブログを読
む 

 

- 好評につき延長!WEBサイト
- リニューアルキャンペーン
- 今ならもれなくプレゼント

トピックス 
ホテル宿泊客167人が食中毒 

線路上に車転落、一時不通に 

架空計上 日興に課徴金5億円? 

年長フリーター雇用で助成金 

心病み休職する教員4000人超 

山口組の抗争 今年まだゼロ 

ネット参拝で揺れる神社界 

一覧

写真ニュース

(拡大写真)
神戸の運河でできた真珠（時事通信社） 

一覧

最新ニュースをメールで受信 
- 年末年始の映画 

- オープン＆リニューアル情報 

- クリスマス商品 
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前後の記事 - [社会]
●     「やばいと思い返却」か＝前知事2000万円疑惑－「指南役」が説
明・宮崎談合（時事通信） - 20時0分
●     習慣流産の夫婦７組に「着床前診断」…産科婦人科学会（読売新聞） 
- 19時57分
●     ネット参拝は是か非か、初詣で前に揺れる神社界（読売新聞）
●     ＜着床前診断＞習慣流産で７件を初の許可　産科婦人科学会（毎日
新聞） - 19時57分
●     ＜ノロウイルス＞職員５０人が食中毒の秋田県庁など消毒（毎日新
聞） - 19時46分

アクセスランキング - [国内] 

1 ネット参拝は是か非か、初詣で前に揺れる神社界（読売新聞）

2 自殺志願者　福井・東尋坊で保護１００人　ＮＰＯ巡回で（毎日新聞）

3 ＜苫小牧７人死亡＞一酸化炭素中毒は三重窓が遠因か（毎日新聞）

→1位～20位

注目の情報

遂に届いた！このシャンプー
今、通販のみで２３万本も売れているとか。な
んでも「ナバホ族は髪に悩まない？」から生ま
れたらしく、品切れが多く購入には注意が必要
と。私にもやっと届くと…売れる秘密がわかっ
た

その秘密とは？

2007年度税制改正、
企業に甘く、個人に辛い

検索で読むニュース
・クローズアップ2006
　あなたにとって一番印象に残った、今年1年
間の出来事は？　毎日新聞の「クローズアッ
プ2006」や読売新聞の「ニュース月録」で振
り返る（本文有料）。
過去2年分の記事を検索 

 

過去の社会ニュース一
覧 :  　

トップ 主要ニュース 国内 海外 経済 エンターテインメント スポーツ テクノロジー 地域 写真 動画

プレミアム会員なら1000ポイントもらえる
ソフトバンクのケータイがさらにおトク！

ヘルプ・お問い合わせ
Copyright (C) 2006 読売新聞社 記事の無断転用を禁じます。

Copyright (C) 2006 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved. 
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本文です

ネット参拝は是か非か、初詣で前に揺れる神社界
　初詣でシーズンを前に、インターネット上で「参拝」「祈願」ができたり、お守りやお
札を販売したりする試みを巡って、神社界が揺れている。

　全国約８万か所の神社を管理・指導する神社本庁（東京）は、「ネット上に神霊は存在
しない」と、今年初めて自粛を求める通知を出した。しかし、導入している神社からは
「神社に親しみを持ってもらえる」「遠方の人の助けになる」との声もあり、本庁では頭
を抱えている。

　地元で「安産の神様」として知られる高知県南国市の新宮神社。ホームページで「イン
ターネット参拝」を選ぶと、「ネット記帳」の欄が表示される。願い事を書き込み、「私
のお願いをよろしく」というボタンをクリックすると、神社に電子メールが送信され、無
料で祈願してもらえる。

　森国英夫宮司（６４）は「遠隔地でお参りできない人にも神社を身近に感じてもらえ
る。メールがきっかけで、直接参拝につながる例も多い」と話す。正月には毎年、全国か
ら数十人のネット参拝者がいるという。

　ほかにも、メールを受けて有料で祈願し、後日、お札などを郵送する「ネット祈願」
や、ネット上でお守りやお札を買える神社も、数年前から登場している。

　こうした動きに、神社本庁は今年７月、「信仰の尊厳を損ないかねない」と、全国の神
社に自粛を求める異例の通知を出した。本庁の瀬尾芳也調査課長は「神霊は神社という場
所や空間に鎮座するもので、足を運んでもらうのが基本。ネットの有効性は認めるが、仮
想的、疑似的な側面が広がりすぎると、本来の信仰の形が崩れる」と説明する。

　だが、通知後も推進派は少なくない。１０月からネット上でのお守り販売を始めた東海
地方の神社の宮司は「地方の小さな神社にとってネットは有力な手段。ネットだから心が
こもっていないとは言えないはず」とし、メールでの祈願を受け付ける関東地方の神社の
宮司も「海外から『お守りを分けてほしい』というメールも来る。営利目的ではなく、信
仰の尊厳を傷つけているとは思わない」と話す。

　これまでも、病人などには電話や手紙でお守り、お札の販売を受け付ける神社は多く、
「手紙はよくてメールはダメというのはおかしい」という意見もある。本庁では、研究を
重ね、来年にはネット利用の指針か報告書を出す方針だ。

　井上順孝・国学院大教授（宗教社会学）は「お札だって木や紙に印字したモノであり、
どこに神聖性を見いだすかは受け手の判断によっても変わる。技術は日々進歩し、一律の
統制は難しいが、指針を作るなら、『尊厳とは何か』という視点を踏まえつつ、現場の神
職や氏子の意見も取り入れるべきだ」と話している。

（2006年12月16日14時32分  読売新聞）
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