■

に感 謝す る四 季の 祭り があ りま す。 昔か

様な 自然 のあ り様 を畏 怖し 、自 然の 恵み

自然 の驚 異で す。 神社 に於 いて も、 その

がい ざと なる と思 うよ うに なら ない のが

につ いて は避 難第 一に 叫ば れて おり ます

しか 言い よう があ りま せん 。い つも 災害

が失 われ 、大 変悲 しい 結果 とな り残 念と

に九 州地 方に 於か れま して は多 くの 人命

方に は心 より お見 舞い 申し 上げ ます 。特

る災 害が 発生 しま した 。災 害に 遭わ れた

今年も例年の如く、日本各地で豪雨によ

■ 日本各地 災害見 舞い

くお願い 致しま す。

す。 これ から もど うぞ ご理 解の 上、 宜し

地区 でな い地 区に お願 いし た訳 であ りま

せん 。毎 年、 変わ らず 行な う為 に、 当番

止め たり 、縮 小し たり する こと は出 来ま

え行 なっ てき た訳 であ りま すか ら、 取り

です 。祭 りの 行事 その もの は、 先人 が考

植苗 木地 区に お願 いす るこ とと した 次第

連縄 作り と行 燈作 りの 作業 を元 野尻 地区 、

も、 軽減 でき るよ うに 思案 した 結果 、注

って いる のが 現状 です 。そ の為 、少 しで

榊山神社だより
はじめに

この神社だよりを書 いて いるのが七月
の初 めで これ から 夏祭 り本 番を 迎え よう
とし てい ます 。し かし 、皆 様の 手元 に届
くの は七 月下 旬ご ろな ので 各地 区の 神社
のお 祭り が終 わり 一段 楽し てい るこ とと
思います 。

七 月二 十二 日榊 山神

七月十六日には、高の巣八幡神社例大祭、
八布 施神 社例 大祭
社宵祭り、七月二十三日榊山神社例大祭、
七月 三十 日新 田菅 原神 社例 大祭 を執 り行
いま した 。各 神社 の当 番の 方に 於か れま
しては暑 い中、 大変ご 苦労 様でした 。
榊山神社に於いては今回、祭元は長根地
区、富籤は川西地区、余興は元中組地区、
注連 縄作 りは 元野 尻地 区、 行燈 作り は植
苗木 地区 で斎 行し てい ただ きま した 。昨
年ま では 注連 縄作 り、 行燈 作り の当 番は
祭り 元が 行っ てお りま した が、 昨年 の反
省、 また は一 部地 区等 の要 望に より 地区
当番 につ いて 変更 させ てい ただ きま した 。
近年 、高 齢化 が進 みま た少 子化 がこ の福
岡で も進 む中 、祭 り準 備、 参加 人員 が減
って大変 ご苦労 されな がら 祭りを執 り行
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ら祭 りを 通じ 、人 々の 思い 精神 性は 変わ

らな いも ので ある と改 めて 思う 次第 です 。
■ 太刀吉則 （国の 重要文 化財 ）

榊山神社所有で遠山 史料 館に預けてあ

りま す太 刀で すが 来年 度、 京都 国立 博物

ります。

申請段階でありますから、登録されるか

どう かは 未だ 分り ませ んが 、登 録さ れた

暁に は、 氏子 の皆 様へ 報告 する と共 に、

神前にて 報告祭 を執り 行う 予定です 。

し出 すこ とと なり まし た。 古代 から 現代

たち が新 しく 替わ りま した 。地 域の 皆様

榊山神社では今期、多くの氏子総代さん

■ 今期事業 計画

に至 るま でに 作刀 され た国 宝級 の刀 の展

方と 神社 の仲 執り もち とし て活 動し てい

館で 行わ れる 国宝 刀展 に展 示品 とし て貸

示会 を催 す運 びと なり 、神 社の 太刀 も作

ただきま す。宜 しくお 願い たします 。

ください 。

査後 、別 途、 お知 らせ しま すの でお 待ち

はこ うだ った のか と思 える こと を解 読調

大変 面白 い事 が判 って きて おり ます 。昔

今、 現在 解読 して いた だい てい る中 で、

史が 紐解 かれ るも のと 思っ てお りま す。

古く は西 暦一 五四 〇年 頃か らの 神社 の歴

館に て解 読を して いた だい てお りま す。

榊山神社所有の古文書を現在、遠山史料

■ 古文書探 訪

○ 新春伊勢 の神宮 参拝旅 行

○ 氏子総代 研修会

○ 社務所建 て替え 建設委 員会 の設置

○ 国道沿い に神社 の看板 設置

しておき ます。

さて、今期の榊山神社事業計画をお伝え

刀さ れた 時代 に於 いて 、重 要な 刀で ある
とのこと で選ば れた次 第で す。

￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤￤

山城国京の刀工三 条吉則の作 で南北朝の時代
の太刀
奧州白 川藩十万石 領主安部飛騨守
が世話になった親 類の遠山家 に渡し 元苗木
藩主遠 山友 禄 (と もよ し )氏 の 藩祖が 植苗 木の
地に広恵寺城を構 えていたゆ かりによって、
明治中期に榊山神社に奉納されたもの
昭和二十五年国の美術工芸重要文化財となる

￤￤￤￤ ￤￤￤ ￤￤￤ ￤￤ ￤￤￤￤ ￤￤
■ たたき祭 り

榊山神社の夏祭りの代名詞である「叩き

祭り 」で すが 、こ の度 、中 津川 市に より

県の 無形 民族 文化 財に 登録 申請 して いた
だく事と なりま した。

現在中津川市で無形 民俗 文化財として

登録 され てい るも のは 、蛭 川の 杵振 り踊

と全部 で六 件と あ

り・木遣音頭・恵那文楽・翁舞附人形頭

と 面・ 坂下 の花 馬

■
日時

場所
駐車場

※ 境内に 車を 上げない ようお 願いし ます

幽光御神燈祭りりりり（（（（ろうそく祭祭祭祭りりりり））））
八月十 五日（ 火）
午後六時 三十分 ～午後 十時

総合 事務所 又は 旧区民会 館

神社境 内

催し内 容
午後７時 頃より 境内に てミ ニコンサ ート

３５０本以上のろうそくによる幻想的なお祭りです、ご家族とご一緒に夕涼
みにお越しください

★ みんなで ろうそくたて ちょうちん をををを作作作作って
おおおお参参参参りしましょう
ろうそくたての作り方
材料：竹（直径８ｃｍ以上）
口部分を斜めに切る
必ず節を残してください
出来上がったら「「「「奉納」」」」とマジックで書く
名前をををを必必必必ずずずず書書書書いてください

奉納

高さ
15Cm～20Cm

ちょうちんの作り方

材料：アルミ缶・竹 (1M ほど )・細い針金

側面に 2CM 間隔でカッターで切れ込みをいれる

押し付けてふくらみをもたせる

山田太郎

缶の底、側面に三箇所千枚通しで穴を開ける
針金を通して竹にくくる

短冊にににに「「「「奉納」」」」とととと書書書書いて名前をををを書書書書くくくく
※缶の底を
上にします

奉納

☆ ろうそくは神社で用意します、八月十五日 (火 )の十三時より神社で受
け取りします

