ように

夏祭りりりり斎行にににに関関関関して

この お祭 りを 盛り 上げ る為 、皆 様方 の協

同に 会し て行 うお 祭り です 。こ れか らも

子供 、こ の地 区に 移り 住ん で来 た方 が一

と思 って いま す。 年配 の方 から 若い 方、

連帯 感の コミ ュニ ケー ショ ンの 場で ある

多く の人 が一 つの 事に 対し て協 力し あい

りえ ませ ん。 その ため 、古 くな って もう

が出 来れ ばよ いの です が、 現実 的に はあ

に一 度、 すべ ての もの を新 しく する こと

榊山神社も伊勢の神 宮の ように二十年

会計 報告 の中 で説 明さ せて いた だき ます 。

した 、費 用に つい ては 今期 締め たと きの

だいこくぼう

大石棒神

で、 それ を見 つけ た家 庭で 祀ら れて おり

出所については、川原から出土したもの

信仰は子 宝、健 康増進 と考 えられま す。

られた男根の姿をしています。そのため、

い伝 えら れて いま す。 その 姿は 、石 で作

文期 の信 仰の 対象 とし てあ った 石棒と言

せき ぼう

祀い たし まし た。 この ご神 体は 、古 く縄

九月吉日、神社拝殿の脇に大石棒神を拝

■

いいたし ます。

いた しま すの でそ の際 は、 よろ しく お願

来期の計画として手 水舎 の修理を計画

されたも のとし て記述 され ておりま す。

ます 。こ の手 水舎 は百 年以 上も 前に 建設

て危 険な 状態 にな りそ うだ と報 告が あり

くて はな らな い手 水舎 が古 くな り、 傾い

早速出はありますが、現在、神社にはな

ご理解を お願い します 。

なけ れば なり ませ ん。 その 際は 、協 力と

たら その 時に 、修 理す るか 新設 する かし

これ では 神社 の体 裁が 保て ない 事に なっ

幽光御神灯祭

力をお願 いいた します 。

■

八月十五日に行う準 備を しておりまし

るよ うフ ルー ト、 オカ リナ 等の 演奏 会を

皆様 、大 変ご 苦労 様で した 。今 年は 例年

祭元の地区の方たち は仕 事を抱える傍

準備 して いま した ので 非常 に残 念で なり

たが 、当 日大 雨に なり 中止 とし まし た。

ら四 月か ら打 ち合 わせ や準 備を 始め 、祭

ませ ん。 楽し みに して いた 方、 また 演奏

にく らべ 暑い 年で お祭 りを する にも 大変

り当 日ま で、 長い 期間 準備 をし てい ただ

者の方、大変、申し訳ありませんでした。

今年 は参 詣者 の方 に見 て聞 いて いた だけ

きま した 。其 の甲 斐あ って 無事 、斎 行で

神社境内修理等のののの報告

賜だ と思 いま す。 修理 、建 設に かか りま

す、 これ も皆 様方 の神 社に 対す る理 解の

なく 神社 の尊 厳が 高ま った よう に見 えま

た。 改め て御 礼申 し上 げま す。 今ま でに

立金 を取 り崩 して 進め るこ とが 出来 まし

ただ いて おり ます 負担 金や 、奉 納金 の積

の新 設が 完了 いた しま した 。皆 様か らい

の石 垣修 理、 神具 倉庫 の建 設、 受付 場所

前回神社だよりにも報告しました、拝殿

■

の際はよ ろしく お願い しま す。

これ に懲 りず 来年 も行 う予 定で すの でそ

町内 会の 方や 、他 の町 内の

神社

です が、 神事 以外 の準 備に かか わる 事は

対し ての 日頃 の感 謝を 最大 限に 表す もの

が行 う神 事は 目に 見え ない もの （神 ）に

ある こと だと 常々 感じ てい ます 。

絆を 見る こと がで きま す。 非常 に意 義の

の祭 りの 姿で あり 、そ こに 、人 とし ての

持ち をひ とつ にし て取 り組 む姿 が、 本来

方と ふれ あい 、祭 りを 盛り 上げ る為 、気

思い ます 。

て初 めて 行う 方ば かり で苦 労さ れた 事と

町内 会長 さん は取 りま とめ や進 行に つい

毎年のことですが、祭りに携わる地区の

きました こと感 謝申し 上げ ます。

な年であ ったよ うに思 いま す。

祭元 関係 者の 元中 組、 植苗 木、 元野 尻、

■

ようにし たいも のです 。

榊山神社だより
■ 自然がががが生生生生むむむむ恵恵恵恵みと脅威
稲刈り はも うお 済で しょ う か。今 年は
お盆のころから長雨で何 時もの年に比
べ収穫も遅れ、農家の方にとっては予定
が狂ったことではないでしょうか。その
反面、栗や柿・梨などが豊作のようです。
でも、 この 地方 では 雨や 風 による 災害
は、ほとんど見受けられませんでしたが、
異常気 象に よる 災害 は日 本 各地に 及び 、
特に長野県南木曾町の雨 による土砂災
害、広島県広島市北部の安佐北区や安佐
南区の大規模土砂災害と 非常に悲しい
ことが多くありました。心痛めた方も多
かったこ とと思 います 。
昔から 、災 害は 多く あり ま す、特 に忘
れたころにやってくる災 害ほど甚大な
被害を及 ぼしま す。
神社で おこ なう 祭り には 例 祭と呼 ばれ
る創建にまつわるお祭り 、一年の恵み
（豊作）を祈願する祈願祭その恵みを感
謝する感謝祭、人生儀礼のお祭り、そし
て、神に対して畏敬の念を表し、神霊を
慰める祭りがあります。祭りの意義はい
ろいろありますが、特に神を敬い、自然
の脅威に注意喚起する祭 りを忘れない

平成 26 年 10 月
１２号

せん でし たが いつ まで もほ って おく こと

とと しま した 。何 処に 祀る か考 えて いま

いていますので FAX でお願いします。ま

は十 月中 旬の 新聞 の折 り込 みチ ラシ に付

参加 者は 事前 予約 が必 要 で す。 申込 書

ください 。

が出 来ま せん ので 此度 、神 社拝 殿脇 に石
た、 電話 も受 付ま すの で早 めに お願 いし

まし たが 、と ある 事情 で神 社に て祀 るこ

の社 を新 設し て、 誰で もお 参り でき るよ
ます。
深 谷 耕平

うにしま した。
宮司
電話

社新設費用は宮司の 寄付 奉納で前田石
材に て建 設い たし まし た。 そし て、 九月

FAX 電話と同じ

この 日は 今年 取れ たお 米 で 甘酒 を振 舞

いに感謝しあう」

「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たが

感謝する お祭り です

収穫 を祝 うお 祭り であ り 近 年は 勤労 を

十一月二十三日（（（（日日日日））））秋祭りりりり

0573-72-2892

二十 三日 、大 石棒 神鎮 座竣 工祭 を神 職・
職員 ・総 代長 で執 り行 い、 これ から 先、
多く の方 にお 参り して 頂け るよ う祈 願い
たしまし た。
子供のほしい方、恵まれない方、健康に
自信 のな い方 、ぜ ひ、 お参 りし て、 御神

これからのお祭祭祭祭りりりり

徳をお受 けくだ さい。

■
十一月十六日（（（（日日日日））））七五三まつり
毎年、多くの お子さ んが神 社参詣に い
らっ しゃ いま す。 お子 さん の無 事成 長を
願う お祭 りで す。 ぜひ 、お 参り にお 越し

いま す。 二時 から 神事 で神 事終 了後 、餅

来年のののの伊勢のののの神宮参拝旅行

投げもあ ります のでお 越し ください 。

■

平成二 十七年 一月二 十三 日（金）
～二十四 日（土 ）
神宮 参拝 日の 次の 日は 京 都 観光 と決 ま

りま した 。申 し込 みを 十二 月か ら行 いま

巫女のののの募集

すので、 参加者 をお待 ちし ます。

■

正月一日～三日の３日間、お手伝いをお
願いたし ます。

お守り・おみくじ・御神札の頒布

人員二名 ・時間 帯は九 時～ 十五時
内容

１８ ０００ 円
宮司 深谷 耕 平

0573-72-2892

バイト料
連絡先
電話

※選考の 上、決 めさせ てい ただきま す

■ 榊山神社祖霊舎ならびに祖霊のののの墓墓墓墓

榊山神社氏子会館内 には 祖霊舎があり

ます 。ま た、 長根 の共 同墓 地に は榊 山神

社祖霊の 墓があ ります 。

祖霊舎は、この福岡区において家系が絶

えて しま った 家の 御位 牌や 行き 場の ない

御位 牌を 預か る施 設で す。 祖霊 の墓 も同

じよ うに お墓 がな く、 行き 場の ない 御遺

骨を納め る施設 です。

最近 では 、子 供さ んが いな い為 、将 来、

どの よう な扱 いに なる のか 分ら ない 方の

ご相 談や 、家 を継 ぐも のが いな い為 、ご

先祖 様の 御位 牌や 自分 たち の将 来に 不安

にな って いる 方の 相談 が時 々あ りま す。

でき る事 なら 親族 の方 たち にお 世話 にな

れれ ばよ いの です が、 そう する こと が出

来な い方 も多 くい らっ しゃ ると 思い ます 。

神職・氏子総代まで連絡くだ

もし、お 悩みで したら ご相 談くだ さ い 。

榊山神社

されば、 お応え したい と思 います。

みたま ま つ り

余談ですが、祖霊舎では年に二度、お彼

岸の時期に合わせて 霊 祭り（亡くなられ

た方たちを慰める神事）を行っています。

