筆者である私も（六月初旬）伊勢
神宮参拝 旅行へ 同級生 と出 掛けまし た。

追伸

うな気持 ちにな ります 。

に朝 早く 出掛 ける 参拝 は心 が洗 われ るよ

ぜひ 、行 かれ ては いか がで しょ うか 。特

気がしてきます。行かれた事がない方は、

宮へ 行き ます とそ の意 味が わか るよ うな

大げ さに なっ てし まい まし たが 、伊 勢神

のと なる ので はな いか と思 いま す。 少し

るこ とで 日本 の精 神性 や生 きる 力そ のも

の誇 りで あり 、古 きを 訪ね 新ら しき を知

日本の神社・仏閣の伝統文化は、日本人

したしだ いです 。

ころ だと 感じ られ る場 所で ある と再 認識

にど んな 国の 人が 訪れ ても 素晴 らし いと

た。 その 報道 を見 て改 めて 、伊 勢の 神宮

は日 本の 聖地 であ ると 絶賛 した 内容 でし

た姿 を各 メデ ィア が報 道し 、伊 勢の 神宮

され まし た。 日本 の伝 統文 化に 触れ られ

神宮 へ各 国首 脳、 また 御家 族の 方が 訪問

すが 、お もて なし の一 環と して 、伊 勢の

榊山神社だより
暑い日が続いております。六月に入ると
梅雨 とな り、 不快 な日 が続 いて おり ます
がい かが お過 ごし のこ とで しょ うか 。今
年に 入り 、ま たも や、 熊本 に地 震が 起こ
り、 多く の人 が亡 なり まし た。 また 、家
を失 い、 土地 を失 い、 過酷 な状 況に 中で
生活 され てお りま す。 ご冥 福を 祈る と共
に早 くも との 生活 に戻 れる よう 願い ます 。
東日 本震 災も 未だ 記憶 に新 しい 中で 起こ
った この 熊本 の震 災は 日本 中が 地震 に対
する 危機 感を ひし ひし と感 じた こと では
ない でし ょう か。 今後 、い つど こで 起こ
るや も知 れぬ 地震 に恐 怖す ら感 じる こと
ない 様、 事前 に対 応し 、備 える こと が必
要かと思 います 。
神社関係者を含め、神社でも今回、熊本
の地 震災 害に 遭わ れた 方々 に対 し些 少で
はあ りま すが 義援 金を 募り 、神 社庁 を通
じて お送 りし まし た。 一日 も早 い復 興を
お祈りい たしま す。
さて、話は変わりますが、五月末に三重
では 伊勢 志摩 サミ ット 主要 七ヶ 国の 会議
が行 なわ れ、 経済 や南 シナ 海の 懸案 事項
等が 討議 され まし た。 テロ の対 策に より
厳戒態勢 の中、 行なわ れた わけであ りま

平成２８年７月
１ ６号

元中組ゲートボールクラブ・・・三万円

■ 寄付金奉納

榊山神社は四月一日 から 翌年の三月三

あり がと うご ざい まし た。 神社 の維 持管

■ 平成二十八年度役員

十一 日ま でを 事業 年度 とし て活 動し てい

植 苗木地 区

六月三十 日

大 祓い（ 夏越 の祓い）

宵祭り （夏 祭り）

お 鍬祭り

七月二十 三日

例大祭 （夏 祭り）

幽 玄御神 灯祭

（ろうそ く祭り ）

元 旦祭

秋祭 り

一月一日

天 神神社 祭典

十一月二 十三日

二月十七 日

春 祭り

大祓 い（ 年越の祓 い）

三月一日

震 災鎮魂 祭

裏面へ

土台と柱 の入れ 替えを 行い ます。

一．手水 舎修理 （業者 委託 ）

営繕関係

一．正月 用かが り火用 薪の 準備

一．本殿 ・拝殿 北側ヒ ノキ の一部伐 採

一．神社 境内林 の枝の 伐採

林業関係

三月二十 日

十二月三 十日

八月十五 日

七月二十 四日

七月十五 日

祭典関係

告をいた します 。

榊山神社平成二十八 年度 事業計画の報

■ 神社事業計画及及及及びびびび修復事業

理費に使 用させ ていた だき ます

深谷 充芳
安保 栄三
長瀬 敏久

安保 辰巳
東野 隆幸
花田 住夫
志津 安美

祭元

長 根地区

新任

古田裕茂（前会計）

退任

ます 。今 回、 責任 役員 の交 代が あり まし
たのでご 報告し ます。
氏子総代 長
氏子副総 代長
兼 営繕 委員長
林業委員 長

氏子総代 長
氏子副総 代長
兼 祭典委 員長
林業委員 長
営繕委員 長
会計

■ 夏祭りりりり（（（（神社庁管轄神社））））
榊山神社
七月二十 三日（ 土）宵 祭り

富籤

川 西地区

七月二十 四日（ 日）例 大祭

余興

八布施神 社（八 布施地 区）
七月十七日 （日） 例大祭
菅原神社 （新田 地区）
七月三十一 日（日 ）例大 祭

暑い日となりそうで すが よろしくお願
いいたし ます。

一．本殿 拝殿北 側排水 工事 並びに拝 殿地

一．境内 地参道 修理（ 業者 委託）

れた方よ り、
「参拝に来たので、御朱印が

先月 、兵 庫県 姫路 市か ら観 光バ スで 来ら

に」 と云 う声 が聞 かれ ます 。ま た、 つい

くじ を引 いて 一喜 一憂 する 。気 持ち を改

せて 祈る 。お 神札 やお 守り を受 け、 おみ

神社にお参りし、お賽銭を捧げ、手を合

■ 日本のののの文化 （氏子のしおりから）

の拡張（ 業者委 託）
ほしかっ た」と 連絡が あり ました。
このように神社施設 の現 状況からして

りす るこ とは 日本 人に とっ ては 自然 な行

め清 々し い気 持ち にな ろう と神 社に お参

てくださ い

健康に留意して夏を乗り越え

本の 文化 の根 底に あり 続け てい るの です 。

良くしていかないと、この、神社の繁栄、
為です。

一．各施 設屋根 枯葉の 除去 作業

その他（ 特別）
強い ては 福岡 の発 展へ と繋 がり ませ ん。

（氏子会館の中に祖霊舎があり、身寄り

えること を希望 してお りま す。

なお かつ 多く の人 寄せ がで きる 施設 に替

倒れ ると 判断 しま す。 耐震 工事 を行 い、

す。 大き な地 震が 来れ ば、 まず 、最 初に

肝心 の耐 震工 事が 行わ れて いな い状 況で

出すご神木祭に使用 した ろうそくのカ

伊勢の神宮御遷宮の ご神 木を付知から

のをしましょうということになり、偶々、

労会を行なう予定でしたが、何か催しも

夏祭りが終わり氏子 総代 さんたちの慰

が、三年ほど前から始めました。最初は

本来、 榊山 神 社に 無か っ たお 祭り です

また、宮大工達が神社を建造する際に「携

め稲 作を 行な う中 で培 われ てき まし た。

日本 人の 勤勉 さは 、変 化す る自 然を 見つ

人の 手が 加わ るほ どに 豊に なり まし た。

りま した 。様 々な 自然 条件 が満 たさ れ、

日本人にとって稲作は、神聖な営みであ

たもので特に、お子さんに見ていただけ

因みに 、映 画 は日 本の 神 話を 題材 にし

人の 生活 や考 え方 の基 本を 形作 り今 も日

神を 敬う 気持 ちは 、古 の時 代よ り、 日本

ごく自然に日々の中 に溶 け込んでいる

とが出来 ます。

るもので す。

暑い日が 続きま す。

一．建設 委員会 の設置
委員 会を 設置 し必 要な こと から 進め てま

いま す。 作っ てく れた 方へ の感 謝や 命を

ご飯を食べるとき「いただきます」とい

設置理由
いり ます ので 宜し くご 理解 申し 上げ ます 。

いた だく と言 う意 味が 含ま れて いま すが

神社北側にある蔵は 宝物 等を保管して
いる わけ です が、 蔵そ のも のが 壁が 剥が

別の 意味 で自 然と 云う 恵み を与 えて 下さ

のな い方 の御 霊が 祀ら れて おり ます が、

ップを譲り受けたこ とに よりろうそく

われ るこ との 誇り 」の 気持 ちを 抱く のは

った 神々 に対 する 感謝 を表 す言 葉で もあ

三十 件の 御霊 舎に 対し て二 十一 件ほ どお

祭りを敢行したしだいです。昨年は、ろ

神々 に対 する 奉仕 であ り「 人の 為に 尽く

幽玄御神灯祭 八月十五日

預か りし てお りま す。 氏子 会館 が出 来て

うそく祭りに合せミ ニコ ンサートも開

す」 真摯 な姿 勢、 勤勉 な態 度と して の現

■

れ崩れる 状況に ありま す。
社務所ですが明治時 代に 立てられ屋根

から です ので 年平 均三 件～ 四件 の御 霊を

きました。今年は、ろうそく祭りに合せ、

れで あり ます 。日 々の 暮ら しの 中、 仕事

りま す。 私た ちの 日常 生活 には 神々 と共

お預 かり して おり 、こ のま まで はす ぐい

映画会、 ミニコ ンサー トを 企画中 で す 。

の対 する 姿勢 、行 いは 神々 の手 振り に通

（ろうそ く祭り ）

っぱいになります。別の所に施設を移し、

ぜひ、多くの方に神社参拝を兼ねて来て

じるもの がある のです 。

の修 復を 昭和 の終 わり に行 ない まし たが 、

今後 も、 希望 者が あれ ばお 預か りし たい

頂きたい と思っ ており ます 。

に暮 らし てき た日 本人 の心 を見 つけ るこ

と思 いま す。 其の ため に、 今の 社務 所の
一角に移 す方向 で考え てお ります 。
）
最近多くの方から、「神社に行って見た
けど 誰も いな い。 お守 りが ほし かっ たの

