■ 近況報告

榊山神社だより
つい この 間、 正月 を迎 えた と思 った ら、
もう 三月 にな って しま いま した 。月 日は

季節 であ りな がら 正月 は暖 かく 、一 月の

真に 実感 して いる しだ いで す。 冬と 云う

りです。昨年は雪の吹雪く中行ないまし

明るい社会であるこ とを 祈願するお祭

今年一 年の 氏 子の 皆様 方 の無 病息 災と

・ 元旦祭

終わ りに は大 雪が 降り 、二 月に はコ ート

たが今年は天気もよ く気 持ちの良いお

年齢 とと もに 早く 過ぎ ると 言い ます が、

を着 たり 脱い だり の、 めま ぐる しく 変わ

祭りとなりました。また境内では四年ぶ

二日に は還 暦 奉祝 祭を 行 い、 四十 九名

る外 気温 度に 体調 も崩 され た方 も多 くい

学校 では イン フル エン ザが 流行 り、 心配

の方がお参りされ、奉納金として四十九

りに新年 マラソ ンが行 なわ れました 。

され た方 もい ると 聞き ます 。体 には 気を

がとうございました。神社の維持管理費

万円献上していただきました、誠にあり

昨年も氏子の皆様のおかげで無事、神社

としてあ りがた く使わ せて 頂きます 。

神明奉仕 に感謝 申し上 げま す。

活動 出来 るよ う考 えて おり ます ので 、今

とし て、 また 安ら ぎの 場所 とし て、 維持

おり ます 。榊 山神 社も 皆様 方の 鎮守 の森

神社 を中 心と した 活動 を多 く広 く進 めて

百七十四名のバス五台で 出掛けてまい

方たちと合同でお参りす る旅行で総勢

社庁中津川支部主催の旅 行で旧福岡の

ってまいりました。この旅行は岐阜県神

一月 十九 日・ 二十 日に て伊 勢参 りに行

神社界では、郷土の文化伝統を守るため

後と もご 理解 、ご 協力 をよ ろし くお 願い

りま した 。通 常の 伊勢 旅行 と違 うの は、

年を重ねるごとに参拝者 の人数が増え

彦神 社正 式参 拝が 設け られ てお りま す。

内宮での御垣内参拝、御神楽奉納、猿田

申し上げ ます。

・ 伊勢参拝 旅行

の各 行事 を済 ませ るこ とが 出来 まし た。

つけてい ただき たいと 思い ます。

らっ しゃ った こと と存 じま す。 また 、小

平成２８年３月
１５号

年行なっている行事です のでまだ参加

楽しく行って来ることができました。毎

区長を始め、区内の各役員の方を招いて

斎行日

・ 春祭り（ 祈願祭 ）

三月一 日（火 ）

されたことのない方はぜ ひ来年参加さ

今年 の農 作物 の豊 作・ 工業 商業 の栄 える

が心 一つ にし て前 向き に事 を進 める こと

れてはい かがで しょう か。

・ 交通安全 祈願祭

を誓いま す。

事を 祈願 する お祭 りで す。 役員 の皆 様方

一月三十一日に中津 川市 交通安全協会

福岡支部主催にて執り行いました。安全

交通 事故 を起 こさ ない 、遭 わな いよ う、

は大変感謝いたしております。皆様方も

ました。交通安全に携わる方のご苦労に

方々が参加され一年の安全・無事を祈り

かな いと 決め られ なく なっ た気 がし ます 。

家長 であ る自 分が 決め てい たの に妻 に聞

多く なっ てき たよ うに 思い ます 。以 前は

うで すが 、妻 に聞 いて から 決め るこ とが

最近、家のことでも、仕事のことでもそ

■ 山山山山のののの神神神神

榊山神社のお守りを 見て 注意喚起して

年ととも に弱気 になっ たの かなあ。

協会役員を始め区長 ・市 議・警察官の

ください 。

世界では 「日本 は最悪 の女 性差別の 国」

います。書き終えた書は総合事務所のホ

だく機会として永き に渡 り続けられて

なわれます。日頃の書の腕前を見ていた

生による書の奉納行 事が 社務所にて行

は小学生３年生・４年生・５年生・６年

業の神様と呼ばれています。神事の後に

道真公です。この神様は実在の人物で学

内中段にある天神神 社で 御祭神は菅原

に招き執り行いました。この神事は、境

二月十 九日 に 区長 ・小 学 校校 長を 来賓

峰富士山に祭られている神様は「 木 花

偉 かっ たの であ る。 山の神 とい えば 霊

基 本的 には 日本 は昔 から女 性の ほう が

の場合は「嬶天下」「山の神」である、

のはせいぜい、
「亭主関白」であり、妻

な どと あり ます 。し かし、 夫が なれ る

本 女性 だけ が異 常な 労働環 境に ある 」

なったことがない国」「世界的に見て日

性の 議員 、大 臣が 少な く、 女性 が首 相に

退社してしまうと職場復帰が難しい」「女

その内容を一部紹介すると、「出産で一度

であ ると 烙印 を押 され てい るよ うで すが 、

ットサロンに掲示し てお りますのでぜ

咲耶姫神 」であ ります 。ま た、伊勢 神宮

・ 天神神社 祭典

ひ見てい ただき たいと 思い ます。

裏面へ

思います 。

要せ ず、 協力 し合 うこ とが 大事 であ ると

割の 範疇 を越 える よう なこ とを 相手 に強

男性 も女 性も それ ぞれ 役割 があ り其 の役

別の 国と いっ てい るの はお かし な話 です 。

な文 化的 背景 を知 らず して 世界 は女 性差

事の 環境 は厳 しい もの です が、 この よう

ると 思い ます 。男 性で あれ 女性 であ れ仕

えば 如何 に女 性を 大事 にし てき たか が判

神様 がい らっ しゃ いま す。 この よう に思

の神 札の 神で す。 まだ まだ 多く の女 性の

神社 から 各家 庭に 頒布 して おり ます 神宮

知っ てい るよ うに 「天 照大 御神 」で す。

の内 宮に 祭ら れて いる 神様 は、 皆さ んも

いか なけ れば なり ませ ん。 これ から の命

立て 地域 の活 性化 を図 って いく か考 えて

歴然 とし てい ます が、 如何 に神 社を 盛り

規模 、氏 子世 帯数 の規 模に より 其の 差は

であ ると 思い ます 。こ の地 方で も神 社の

いい ます と神 社よ りも さら に厳 しい もの

神社 に移 され てい ます 。お 寺の 現状 はと

なく なっ た神 社は 合社 と云 う形 で大 きな

千社 ほど なく なっ てい まし てお 祭り でき

す。 以前 は八 万社 と呼 ばれ てい たの が二

細々 とお 祭り され てい ると ころ もあ りま

在しており、町内会の持ち回りの役で

なけ れば 氏子 組織 もな い神 社が 数多 く存

しかしながら、地域によっては神職もい

■ 三月祭事 予定

します。

ら、 皆様 方の 更な るご 協力 をお 願い いた

いく つも りで す。 考え がま とま りま した

る施 設へ とす る為 に、 今年 一年 模索 して

す、 新た な価 値を 生み 、感 動を 創造 でき

修復 なり 改修 なり を行 なう 必要 があ りま

でき ない ので す。 現況 の施 設も 古く 近く

せん し、 崇高 な理 念だ けで は神 社は 維持

てき た神 社を 衰退 させ るわ けに は行 きま

てい かな けれ ばな りま せん 。祖 先が 守っ

古く なっ た施 設の 維持 や改 修ま でも 考え

う事 ばか りで なく 、時 代の 対応 とと もに

榊山神社

社務 所

中津川市 福岡遺 族会主 催

三月二十 一日十 時

・ 戦没者慰 霊祭

ければ幸 いです 。

題と して 皆様 方が 前向 きに 捉え てい ただ

■ 神社とととと氏子のののの役割
全国には お寺が 七万六 千寺 あり、三十

で維 持運 営す るに は如 何に 難し いこ とで

いを 見て もわ かる よう に神 社を 神職 だけ

神職 数は 二万 千人 程と なり ます 。こ の違

神社 と同 じ神 道系 の神 社は 七万 八千 社で

数は 八万 人と いわ れて おり ます が、 榊山

数は 八万 千社 あり ます 。そ して 神職 の人

は神 社で 宗教 法人 とし て登 録さ れて いる

謝す る生 活を 送る こと を基 本と して いま

せん 。私 たち 神職 は生 業を 営み 、神 に感

神様 がど うに かし てく れる 訳で はあ りま

受け るこ とが あり ます が、 実際 のと ころ

るの で経 営と 云う 言葉 を使 うと お叱 りを

神社 経営 であ る。 世俗 的な 言い 表し であ

たち は言 って いま すが 言い 方を 変え れば

神社をお守する事を神社 護持運営と私

榊山神社

区長・氏 子総代 会

三月二十 一日十 六時

・ 東日本大 震災鎮 魂祭

榊山神社

榊山神社 神職一 同

・ 永代供養 祖霊舎 御霊祭 り

ある か良 くわ かる と思 いま す。 一般 的に

すが 、神 職と 云う 職業 で生 活は 出来 ない

■ 神社のののの抱抱抱抱える問題点

は、 氏子 組織 を組 んで お守 して いる のが

為、 別に 仕事 お持 ち生 活を して いま す。

一万 人の お坊 さん が勤 めて おり ます 。で

現状 です 。氏 子の 皆様 方の 理解 があ るか

まし てや 、神 社を 守る こと は神 事を 行な

拝殿

氏子 会館

三月二十 一日十 四時

らこそ神 社が成 り立っ てい るわけで す。

榊山神社ホームページ http://www.mdworks.jp/

岐阜県神社庁ホームページ http://www.gifu-jinjacho.jp/

