ありませ ん。
うじがみさま

お参 りに 来ら れる 人が 少な くな った と思

最近 、 氏神 様、産土 神様 と云 う 思い で、

うぶすなかみさま

その 様な 傾向 にあ ると いっ ても 過言 では

であ ると 考え られ ます 。特 に、 都会 では

たち のつ なが りと 云う もの が稀 薄な 社会

祭りもなければ、集落の存在、地域の人

榊山神社だより
紅葉の映える季節と なり 朝晩めっきり
と寒 くな りま した 。今 年は 一年 を通 じて
暑い 時期 が続 きま した が氏 子の 皆様 に於
かれ まし ては 変わ りな くお 過ご しの こと
と存 じま す。 この 「榊 山神 社だ より 」も

いりました。なにぶんにも文才がない為、

いま す。 榊山 神社 では 安産 祈願 ・初 宮参

思っ てお りま す。 今回 もな い知 恵を 絞っ
て書 いて おり ます ので 最後 まで お読 みい
ただける と幸い です。

■ 祭祭祭祭りと人生儀礼

を受 けて おり ます が地 元の 方よ りも 遠く
は多 治見 市・ 恵那 市・ 旧中 津川 市内 の方
から の依 頼の ほう が多 くあ りま す。 以前

した が調 べた りす るの が面 倒に なり 、す

はそ の方 の地 元の 神社 を紹 介し てお りま

祭、 八月 の菅 原神 社の 大祭 、ま た各 地区

た、 神社 もそ の様 な体 制を 取っ てい ない

神社 が選 ばれ てい るよ うに 思い ます 。ま

いが 受け られ る神 社、 連絡 の取 りや すい

名な 神社 、ご 利益 のあ る神 社、 常に お祓

ない 、連 絡先 がわ から ない 、だ から 、有

おり ます 。住 んで いる 所の 神社 がわ から

のよ うな 方た ちを 「神 社難 民」 と呼 んで

の夏 のお 祭り の斎 行に 関し まし て、 大変

と考えら れます 。もし も、 神社がな く、

てき たの はそ こに 必然 性が あっ たか らだ

です 。何 百年 もの 昔か ら、 今日 まで 続け

謝を 申し 上げ 、地 域の 絆を 深め 合う もの

祭りの意義は、神（見えないもの）に感

したこと 感謝申 し上げ ます 。

から 準備 にか かり 盛大 なお 祭り が出 来ま

め祭 り元 の皆 様方 にお かれ まし ては 早く

ご苦 労様 でし た。 特に 氏子 総代 さん を始

べて 引き 受け てお りま す。 神社 会で はこ

七月の八布施神社の大祭、榊山神社の大

り・ 厄祓 い・ 車の お祓 い等 の神 事の 依頼

不明 瞭な 内容 が色 々あ り大 変申 し訳 なく

創刊 から 早七 年の 歳月 が過 ぎ、 続け てま
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しんこく かんしゃ さい

「 新嘗祭 」（ 祭 日 ） と 言 っ て い ま し た 。

にいなめさい

「 新穀 感謝 祭 」 と 呼 ば れ 神 社 の 祭 事 は

この地域に住んでい る方 にとっては氏

（飛 鳥時 代よ り続 けら れて いる と言 われ

ことも一 つの要 因と考 えら れます。

神様 と呼 ばれ ・こ の地 域で 生ま れた 方に

ます ）

おこ なえ た事 に喜 びを 感じ 、秋 の実 りの

菜作 り等 を、 人間 であ る私 達が 代わ って

本来 は「 神様 が行 う米 作り ・野

とっ ては 産土 神様 と呼 ばれ 、そ の精 神性

の中 で祭 り行 い、 お参 りす るこ とが 本来

の姿 であ り神 様に 対す る儀 礼で あり ます 。

収穫 が翌 年の 国の 蓄え とな るこ とを 皆が

神に 感謝 申し 上げ る日 」で ある 。こ の新

嘗祭 が終 わら ない と新 穀を 口に して はな

らな いと され てい た。 では 、な ぜ新 穀感

謝祭 でな く勤 労感 謝の 日と 言い 方を 換え

るこ とに なっ たか 。日 本が 戦争 に負 けア

メリ カの 植民 地政 策に より 皇室 を尊 ぶ儀

式を 国民 の中 から なく す為 に昭 和二 十三

年「 勤労 感謝 の日 」と して 名称 を変 え祝

日となり ました 。

ます 。穀 物の 実り に感 謝申 し上 げる お祭

榊山神社での秋祭りは「新嘗祭」であり
十一月 二十三 日（ 月）

りで す。 その 為、 毎年 、そ の年 の米 の甘

■ 秋祭りりりり
斎行日

勤労感謝 の日

酒を振舞い、餅投げを執り行いますので、

十四時 三十分

十四時

「勤 労を たっ とび 、生 産を 祝い 、国 民が

神事

お立ち寄 りくだ さい。

れだ けの 人が 正し く理 解し てい るで しょ

餅投げ

裏へ

互い に感 謝し あう 日」 とあ りま すが 、ど

うか、若い人達は、たぶん、
「働い ている

こと 、働 ける こと に対 して 感謝 をす る日

であ る」 思っ てい るの では ない でし ょう

か。 もし その 様に 思っ てい るの であ れば
改めてく ださい 。

戦前までは勤労感謝の日（祝日）でなく、

■ 七五三詣りりりり

九 時三十 分～十 一時

十一月十 五日（ 日）
受付
子供の成長過程に節目をつけ、年齢に応
じて 、自 分の こと は自 分で 出来 るよ う、
よい 習慣 を身 に付 けさ せ、 無事 成長 を祝

男女共 通

う習わし です。

三歳

男子

（髪置の 祝い・ ・髪を 伸ば す）
五歳

女子

（袴着の 祝い・ ・袴を 着る ）
七歳
（帯直の 祝い・ ・帯着 物を 着る）

って おり まし たが 、今 回は 平日 とな って

に罪を犯してしまうものであり、穢れ

古来の人は「人は常に知らず知らずの内

をお 配り しま す。 例年 に変 わり なく ぜひ

地区の氏子総代さん が申 し込みチラシ

る祭事で す。

は子供の 成長を 願って お参 りくださ い。

（死 ）に 会っ てし まう もの であ る」 と位

とも参加 のお願 いを申 し上 げます。

え年 でも 満年 齢で もよ い） をお 持ち の方

神社から千歳あめ、お守りをお配りいた

置づ けて いる 。故 に神 （畏 怖す る対 象）

しまい、 大変申 し訳な く思 います。

深 谷耕 平

予約 先

します。
宮司

の前 では 乱れ た心 清ら かに して 意欲 あふ

守り・おみくじの頒布しております。

い。

■

連絡先

深谷耕 平

電話 0573-72-2892

宮司

人・団体 問わず お待ち して おります 。

申し込みも順次受け付けますので、個

祭を 受け てい ます が、 其の 外の 厄祓 いの

けて おり ます 。既 に六 十歳 還暦 奉祝 祈願

厄祓 いの 厄除 け祈 願の 申し 込み を受 け付

二歳 男性 厄年 ・六 十歳 還暦 厄年 ・そ の他

大厄であります三十三歳女性厄年・四十

正月のののの厄祓いいいい

ない と許 可が 下り ませ ん。 ご注 意く ださ

まし た。 必ず 神職 が参 加し てい る団 体で

し込 んで も参 拝す るこ とが 出来 なく なり

垣参 拝（ 垣根 の中 まで 入っ て参 拝） を申

神職が参加しない 神宮参りで御

0573-72-2892

れる心根 に祈念 するの であ る。

七月から十二月までの半 年間の内に犯

朝九 時よ り 、そ のお 手伝 い して いた

追伸

電話

0573-72-2892

しますの でぜひ お受け くだ さい。

地区氏子総代さんに より 人形をお配り

FAX

■ 大祓いいいい式式式式
■■■■ 巫女募集

家社 会を 中心 に庶 民に も広 がっ たと 言わ

した 罪や 受け た穢 れを 落と し祓 い清 め、

だける方 を募集 します 。

十二月三十日（水 ）十四時

れま す。 本来 旧暦 の十 一月 十五 日で 、鬼

この 後の 半年 間の 健康 と厄 除け の祈 願を

募集人員

元旦０時より正月三日間、神札・お

が出 歩か ない 日と され 、数 え年 で行 われ

する神事 です 。
「年越の大祓い」とも云い

アルバイ ト料

其の 起源 は室 町時 代が 始ま りと され 、武

てい まし た。 近年 では 十月 の中 ごろ より

ます 。六 月の 大祓 いは 「夏 越の 大祓 い」

電話 0573-72-2892

深谷耕 平

二名

十一 月の 終わ りま で行 われ てお り、 大き

とい いま す。 榊山 神社 では 氏子 の皆 様方

一万八 千円

な神 社で は一 日何 十組 とお 参り され てい

の罪 穢れ を落 とし 健康 厄除 けを 祈願 する

宮司

るよ うで す。 本来 、三 歳・ 五歳 ・七 歳の

にあ たっ て、 人形 を利 用し お祓 いい たし

たし まし た。 前回 まで は休 日を 挟ん で行

一月十九日（火）
・二十日（水）に決定い

来年の神 社恒例 の伊勢 参り は

■ 新春伊勢参りりりり

連絡先

別々 の祝 い事 です が、 いつ の間 にか 合わ

ます 。そ の人 形に 名前 と年 齢を 記入 し自

神様 に祓 いを 受け る方 の報 告を 行い ます 。

せて 行う 様に なり 「七 五三 詣り 」と なり

榊山神社では既に新 聞の 折り込みチラ

この大祓い式は千三 百年 程前より宮中

分が 行っ た罪 ・受 けた 穢れ を移 すこ とで

シで 広告 を出 して おり ます 。事 前予 約を

や伊 勢の 神宮 ・ま た全 国の 神社 で行 われ

ました。

行っ てお りま すの で、 該当 のお 子様 （数

