■

榊山神社だより
はじめに

あります。

大 麻と 云う と痲 薬と 思う人 が大 半を

占 めま すが 、日 本人 が昔か ら利 用し て

き た日 本産 大麻 には 痲薬と して の精 神

作 用物 質は ほと んど 含まれ てい ない そ

う です 。海 外か ら持 ち込ま れた 大麻 草

誤 った 解釈 で栽 培認 可が厳 しく なり ま

■ 神宮大麻
毎年十二月、各家庭に氏子総代さんを

し た。 今で は日 本産 大麻を 栽培 する 農

が 規制 を受 ける こと で、日 本産 大麻 が

出雲 大社 にお 集ま りに なる こと から 、神

通 じて 頒布 させ てい ただい てい る神 宮

家 が全 国で 十数 件し かない そう です 。

十月は神無月といい、全国各地の神様が

社に は神 様が 不在 とな って しま う月 と呼

大 麻に つい てお 話を させて いた だき ま

い る証 明で は無 いか と思い ます 。神 様

た ち人 間に とっ て悪 い方向 へ向 かっ て

り まし た。 この こと は、地 球環 境が 私

水 害、 各地 での 被害 は甚大 なも のが あ

続 台風 によ る東 北地 方、北 海道 地区 の

か はわ かり ませ んが 、熊本 の震 災、 連

う です 。神 様が 決め たこと なの かど う

な どが 神様 同士 で話 し合わ れて いる そ

神 社以 外に も花 火の 助然剤 、合 掌造 り

袋 を縛 るの に利 用、 玉串に 利用

用 、お 祓い する 榊に 付けて 利用 、熨 斗

な わ） に紙 垂（ しで ）をつ ける とき 利

こ ろに 利用 して いま す。注 連縄 （し め

で は麻 （あ さ） と云 う事で いろ んな と

い ただ く神 札を 大麻 といい ます 。神 社

よ り神 社庁 を経 由し て各家 庭で 受け て

日 本の 神社 の総 社で ある伊 勢の 神宮

十月に大麻頒布始奉告祭（県神社庁）

九月に大麻頒布始祭（神宮）

四月に大麻用材始式（神宮）

いるくらいです。

大 麻と 云う だけ で拒 絶反応 を示 す人 が

国産です。ここでも伝統文化が失われ、

麻 はど うか と云 うと そのほ とん どが 中

い ます 。で は、 一般 の神社 で使 われ る

そ の日 本産 大麻 が神 宮大麻 に使 われ て

が いく ら話 し合 いを 行い、 決め てい て

の かや ぶき 屋根 の縛 りに利 用、 相撲 の

十月に支部大麻頒布式（各市郡）

す。

も それ 以上 に人 類が 環境を 壊し てい る

化 粧ま わし も麻 を利 用しま す。 昔か ら

十月に部会大麻頒布式（各町村区）

そ の神 札を 受け 、祀 ること は神 宮の 神

今 では 、神 札の 中に 大麻が 入っ てお り

た 御祓 （お はら い） 大麻が 起源 です 。

伊 勢神 宮の 御師 （お んし） が、 頒布 し

も のお 祓い を経 た神 札のほ うが あり が

い よ」 とい われ る人 がいま すが 、幾 つ

「 伊勢 神宮 へ行 った 時に受 ける から い

家 庭へ と頒 布さ れる わけで す。 よく 、

こ のよ うに いく つも のお祓 いを 経て 各

お祓いし、お祭りを行ないます。

神 宮大 麻の 神札 はそ の製作 過程 から

こ とが 原因 かも しれ ません 。災 害に 遭

大 麻は 身の 回り に存 在して いま した 。

十一月に大麻頒布式（神社）

で ある 天照 大神 様の 崇敬を 表す もの で

また

わ れた 方に お見 舞い 申し上 げる と共 に

で はな ぜ神 札を 大麻 と云う かと 云う と

岐阜 県神 社庁 では復 興義 捐金

ただきました。

万 円、 当神 社で は五 万円納 付さ せて い

た 。そ の内 、中 津川 市支部 にて 九十 七

と して 千三 百万 円を お送り いた しま し

報告

一刻も早い復興を願っています。

報 告 、来 年の天 候、農 作物 や酒の出 来

ばれ てい ます 。出 雲大 社で は今 年一 年の
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たみがあるように思います。

■ 近日のお祭祭祭祭りりりり

・七五三祭りりりり

深谷耕平

斎行日 十一月十三日（日）

宮司

九時三十分受付開始

申し込み先

電話 0573-72-2892

FAX 0573-72-2892

・秋祭りりりり（（（（甘酒祭りりりり））））

斎行日 十一月二十三日（水）

十四時神事

神事終了後、投げ餅・甘酒

■ 新春伊勢参りりりり

来 年 の神 社恒 例 の新 春伊勢 参 宮旅 行

は一月二十日（金）
・二十一日（土）に

決 定い たし まし た。 今年一 月の 伊勢 参

り は一 日目 無事 、お 参りす るこ とが 出

来 まし たが 、二 日目 は大雪 に見 舞わ れ

て 昼食 会場 、お ちょ ぼ稲荷 の参 拝が 出

来 ませ んで した 。来 年一月 の伊 勢参 宮

旅 行の 二日 目は 今年 いけな かっ たお ち

裏へ

ょ ぼ稲 荷へ 行く こと に決定 いた しま し

たので報告申し上げます。

毎 年 、参 加人 数 が増 え、特 に 福岡 区
で は夫 婦の 参加 率が 上がっ てき てお り
ま す。 通常 の旅 行と は違い 、内 宮で の
御 垣内 参拝 （神 殿近 くでの 参拝 ）が 特
別 に出 来ま すの で、 ぜひ参 加申 し込 み
をお願いします。
地 区 の氏 子総 代 さん が申し 込 みチ ラ
シ をお 配り しま す。 締め切 りが 十二 月
末 日頃 とな りま すの で早め にお 願い た
します。

■■■■ 巫女募集
元旦０時より正月三日間、神札・お

のでぜひ お受け くださ い

正月のののの厄祓いいいい・・・・還暦祝いいいい

人の一生の内、厄に遭う事、それが多い

■

朝九 時よ り 昼三 時ま で三 日 間、 その

から 忌み 慎ま ねば なら ない とす る年 を厄

守り・おみくじの頒布しております。

お手 伝い し てい ただ ける 方 を募 集し

三十 七歳 でお 祓い を受 けま す。

ま た長

二歳・六十一歳・女性十九歳・三十三歳・

年と いい 、数 え年 で男 性二 十五 歳・ 四十
二名

ます。
募集人員
一万八 千円

寿の 祝い で男 性女 性問 わず 六十 歳を 還暦

深谷耕 平

宮司

祝い とい い、 神社 では 奉告 祭を 執り 行い

しており ます。
連絡先

深谷耕 平

電話 0573-72-2892

宮司

てお りま すの で個 人・ 団体 問わ ずお 待ち

ます 。そ の他 祈願 の申 し込 みを 受け 付け

電話 0573-72-2892

アルバイ ト料
連絡先

■ 大祓いいいい式式式式

榊山神社の境内を見渡しますと本殿、拝

殿は 基よ り、 春宮 、夏 宮、 神饌 所、 調神

所、 忠魂 社、 洲原 社、 天神 社、 稲荷 社、

と 多く の建 物が 建立

社務 所、 氏子 会館 、御 神楽 殿、 手水 舎、

宝物 蔵、 旧保 育園

して おり ます 。特 に本 殿周 りの 建物 は明

治初 期に 改築 され 百二 十年 以上 経過 して

おり 中津 川市 の文 化財 とも なっ てい ます 。

その 間、 手が 加え られ 今日 に至 るわ けで

すが 、最 近の 地震 によ り心 配が つき ませ

ん。 そん な中 、本 年度 、手 水舎 を耐 震の

為、約百二十万円懸け改修を行いました。

また 計画 では 、本 殿か ら境 内下 まで の排

水が 悪く 雨が 降る と水 浸し にな るの で側

溝、 パイ プ等 の設 置拡 張も 来年 度、 始め

に行 う予 定で す。 ご理 解の 上、 ご承 知お

きく ださ い。 この よう に毎 年、 何ら かの

手を 加え ない と神 社の 維持 が難 しく なっ

した 罪や 受け た穢 れを 落と し祓 い清 め、

七月から十二月までの半 年間の内に犯

た 神札 や肌 身離 さず 持って いる お守 り

ま す。 これ は、 一年 間神棚 に納 めて い

神社の境内には「古札納め所」があり

力を 賜り たい と思 いま すの で宜 しく お願

かか る事 から 区民 の皆 様方 の更 なる ご協

会を 設置 し進 めて いく 所存 です 。費 用も

も今 後の 為に 早め に手 を打 つべ く、 委員

十二月 三十日 （金 ）十四時

この 後の 半年 間の 健康 と厄 除け の祈 願を

を 神社 に返 納す ると ころで すが とき ど

いします 。

斎行日

する神事 です 。
「年越の大祓い」とも云い

き 人形 や陶 器、 注連 縄など が混 入し て

てお り、 その ほか の建 物、 施設 につ いて

ます 。榊 山神 社で は氏 子の 皆様 方の 罪穢

い るこ とが あり ます 。本来 、神 事を 行

※十 月一 日～ 十一 月二 十七 日ま で遠 山史

■ 神社からのお願願願願いいいい

れを 落と し健 康厄 除け を祈 願す るに あた

い お祓 いを 受け たも のを返 す場 所で す

示されて います のでご 覧く ださい。

ます 。榊 山神 社の 重要 文化 財の 刀剣 が展

って 、人 形を 利用 しお 祓い いた しま す。

供養の為、人形など持って来られる方

料館 にて 「美 濃の 刀」 展が 開催 され てい
った 罪・ 受け た穢 れを 移し て神 様の 祓い

は 生抜 きの お祓 いを 行ない ます 。神 職

ので、誤って入れないでください。
を受 けて いた だく ため のも ので す。 地区

に相談の上、処分をお願いします。

その 人形 に名 前と 年齢 を記 入し 自分 が行

氏子 総代 さん によ り人 形を お配 りし ます

