◆◆◆◆年末年始 恒例祭 のご案内
○○○○大祓式 ・・・・歳晩祭
十二月三十 一日 （（（（
日日日日））））

◆◆◆◆御祈祷 のご案内
○○○○新年家族並個人及団体祈祷
一月 一日 午前霊時～～～～午後四時））））
※ 随時御奉仕しておりますが、お受
け出来な い時間もあります ので事

半年に 一度個 々の罪穢れを形代 で祓う
と共に 一年 の御加護に感謝を捧げます。
前にご連絡下さ い

※ 上 ・生まれ年／下 ・数え年

お早めにお祓 いをお受け下さ い

平成十九年厄年表

商売繁盛祈願、合格祈願 等
○○○○年末年始 神棚祭 ・・・・氏神祭 ・・・・家祓等等等等
『『『『
要予約』』』』

毎日御祈祷を行 います
家内安全祈願、厄除祈願、

午前九時～午後四時頃まで

二日以後は通常通り予約制にて

※神社よりお配りした形代 （
人形）に
て各自お祓 いをし、清 々しく新年を

お迎え下さ い。
○○○○元旦祭 ・・・・家内安全特別合同大祈願祭
併併併併せて、、、、初日をををを拝拝拝拝むむむむ会会会会
一月 一日 午前六時半～～～～
新年を言祝ぎ、皇室 の弥栄と国家 の繁
栄、そして氏子崇敬者 の平安と幸福を
祈念致します。
※どなたでも参列出来ます ので、希望

者は十五分前までお越し下さ い
○○○○暁暁暁暁ま いり
月月月月））））午前零時～～～～
一月十五日 （（（（
小正月。 日本各地にて厄落としの行
事が行われており、当社にては、古

よりこの日に厄祓を行 っております。
○○○○ どんと祭祭祭祭
月月月月））））午前六時～～～～八時半
一月十五日 （（（（
古 いお神札などを清浄な火 でお焚き上
げ し、御神火に無病息災を祈ります。

伊勢神宮とお正月さま
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予予予予定定定定））））
二月 のののの行事 （（（（
○○○○三日 節分祭
福豆をお配り致 します ので各戸で
元気よく豆まきをして下さ い
○○○○十 一日 紀元節祭 ・・・・奉祝県民大会
神社 では日本 の建国を奉祝 し建国
祭を執り行 い、そ の後市内中心部
で行われる祝賀式典に参加します。
○○○○十七日頃 祈年祭
収穫を祈る大祭 で新嘗祭とともに
全国 の神社 で行われる重儀
例大祭 のお知知知知らせ
平成十九年 の例大祭は四月十四日 （
土）・
十五日 （
日）を予定しております。
編集後記
今回第三号を発刊することが出来ました。皆さ
んに神社に ついて理解を深めて頂くべく始めた社
報も発刊から 一年が経ちました 。.あたたかいお励
ましなどを いただき本当に感謝しております。 こ
れからもご意見やご要望をお聞かせ頂けたら幸 い

http://www.tsubonuma.org

です。今後共よろしくお願 い申し上げます。

ホームページ

念じ、神域 の清浄と整備に心がけ、氏子
崇敬者 の心 のよりどころ の神社として、

ご 挨 拶
今年も早 いも ので残りわずかを数える

勝るも のではな いかと拝察する次第 です。
どうぞ、日 々夜昼分けなく皆さんをお守
りくださる八幡大神様を折に触れご参拝

しかし何よりも大神様にと って氏子崇
敬者 の真心籠もるお参りが、何よりにも

皆様が心豊かな生活を営めますよう、厳
粛にお祭りを斎行申し上げ ております。

ばかりとなりました。今年は残念ながら、
いじめや不祥事など嘆かわしい事件が多
数あり、人 々の心 の荒廃を痛感させられ

下さ いますようお待ち申し上げますと共
に、新 しい年 の幸福と平安を祈念申し上
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た年 でした。そ の元凶とも思われる戦後
教育 に ついて昨今ようやく の見直しが叫

げ、ご挨拶と致します。
お知らせ
① 当社の鎮守の森が、平成十九年版日本の米

ばれておりますが、今 こそ国民がひと つ
にな って、美しい日本 の国柄を思 い返し
つつ、誇りある新 しい国造りに真剣 に取

カレンダ ーにおいて美しい日本の原風景の

ば しい限りでござ います。新 しい時代 の
予感が感じられる年でもありました。
明年は十二支最後 の亥年、新たな時代

そう い った年にあ って、悠仁親王殿下
のご誕生はまさに神 のなせる業、誠に喜

穫 を 喜 び 御 神 徳 に 感 謝 す る祭 儀 で あ

新嘗祭 は皇居をはじめ全国 の神社 で大祭

新嘗祭斎行

一つとして選ばれました。

へ仕上げ の年ともなります ので、それぞ
れ のお立場で健全な社会 の建設に向けて

物をご神前にお供えし、感謝 の誠を捧げた。

り組まなければならな いのではな いでし
ょうか。

神 の恵 みと祖先 の恩とに感謝しましょう

さらにご努力戴ければ幸 いです。
神社におきましても、御神威 の発揚を

り 、 当社においても、奉納にな った収穫

として執り行われる最も重要なお祭 で収

総代 ・若長らが参列し厳粛に斎行された。

今年は十 一月 二十六日に恒例 の新嘗祭が

②氏子産子台帳の訂正変更はお忘れなく！

◆ 初詣は先ず氏神さま へ
◆ 月 に 一度 は神社をお参りしましょう

奉 祝 悠仁親王殿下御誕生

前 厄 本 厄後 厄
昭 59 年 昭 58 年昭 57 年
男 ２４歳 ２５歳 ２６歳
性 昭 42 年 昭 41 年昭 40 年
４１歳 ４２歳 ４３歳
昭 23 年 昭 22 年昭 21 年
６０歳 ６１歳 ６２歳
平 2 年 平元年 昭 63 年
女 １８歳 １９歳 ２０歳
性 昭 51 年 昭 50 年昭 49 年
３２歳 ３３歳 ３４歳
昭 47 年 昭 46 年昭 45 年
３６歳 ３７歳 ３８歳
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おおおお正月さまと伊勢神宮
神社と氏子崇敬者を結ぶ榊として、本年
境内に御奉納頂きました四十五本 のお榊
も順調に生育 し、ようやくご家庭 の神棚

再度 のお知知知知らせ真榊に ついて

天照大御神は太陽 のようにあらゆる生命

お正月様とは、伊勢神宮と氏神神社 のお神
や力 の源を司る神 であり、また皇室 の御
札、四柱 の御神像と釜神 のお神札 の総称で、 祖神で日本 の総氏神でもあります。
大御璽は神宮大麻と いい各氏神さま通じ

お正月 の前に、新年も大神様 のあらたなる

ご加護を戴くため、新しいお神札にお取り

日本国民が待ちに待 った御皇室 の御慶事、
秋篠 の宮家 に新宮様が御誕生になられた
ことを県民挙 ってお祝 いす べく、去る十

用 の榊として剪定頂 いてもよろしいよう
な大きさになりました。榊は切 った方が

の恵みを与える産業 の守護神 であります。
当社においては、今年も頒布始祭を斎行し
た後、年末にかけ氏子各家を訪問し、神宮
一月二十五日仙台 の中心部において雲 一
つ無 い晴天 の中盛大に奉祝行事が開催さ

て全国 の家庭に遍く頒布され、神棚 の中
心にま つられます。

大麻をはじめお正月のお神札を頒布します。
尚、年末年始は社頭でも頒布しております。
れた。当神社よりも総代 ・敬神婦人講役
員が参列した。悠仁親王殿下 のお健やか

替えし、新年 の神を迎えるのが古来から の

又、氏子以外 の崇敬者、若しくはご親族な
ど産子の方で、郵送御希望 の方がおられま

な御成長をお祈り申し上げますとともに、
当神社におきましても、今年から明くる
年にかけて、御誕生を記念する事業を計

良 い葉が つきます ので、月に 一度 は月参
り旁 々お持ち下さ い。（
この榊は神棚用と

したら、ご連絡下されば神社より直接お送
り致します。
平成十九年おおおお木曳きききき参加者募集中

画致します ので何卒ご協力願 います。
御奉賛御芳名 手水舎奉納 山田義正殿

二千年前 に伊勢 の五十鈴川 の川上に鎮座
され、千三百年前よりは二十年に 一度全

あ ま てらすす め お お み か み

米米米米カレンダーの 一月のののの風景がががが、、、、
伊勢神宮 のののの
宇治橋です。。。。

敬敬敬敬婦婦婦婦だより
十二月十七日、坪沼敬神婦人講 の皆さん

慣わしです。
伊勢 の神宮 は伊勢参りで最も日本人に親
な いくう

しまれる神様 で、内宮 に天 照 皇大神宮、

いことではありますが、御奉仕出来るこ
とがあればとお受けした次第 です。

による清掃奉仕が行われた。当日は小雨
が時折降 るあ いにく の天気 の中 ではあ っ

して 一ケ月は十分保ちます。
）
尚、榊 の御奉納は随時承 っております。
悠仁親王殿下御誕生をををを祝祝祝祝うううう宮城県民大会

と よう け お お み か み

さ て、坪沼には素晴らしいところがたく
さんあ って、昨今各方面から非常に注目

たが、菅野としい会長はじめ多く のご婦
人方が参加し行われ、拝殿をはじめ境内

てをお建 て替えする式年遷宮が行われて
おります。次 の六十二回目は平成 二十五
年 の予定 です。

げ くう

外宮 に豊受大神宮が別 々に祀られており

され、少しず つですが活気を取り戻して
きており、特に若 い方を中心に様 々な活

のすみずみまで綺麗にして戴きました。
今年 の煤払 いも無事終わり、清 々しく新
年を迎える準備が整 いました。

（
奉祝式典 ・お祝 いイベント
一番町パレードなど）

ます。

新役員 ・・・・総代就任 （
敬称略）

○責任役員 ・氏子会会長 ・総代長

菅野英明 ・
新

動がなされ、まだまだではありますが こ
れからが楽しみなところです。
ただ、今 の坪沼があるのも、 この美しい

年末忙しい中ご参加頂 いた婦人講 の皆様
に感謝申し上げます。

山山山山田田田田 義正
氏子 の皆様には日頃より神社 のことに つ

氏子会会長就任にあたり

め坪沼 の伝統文化を守 っていく事 こそが、
本当 の地域 の発展に繋がるも のな のです。

し敬う ことは普遍 のも ので、健康 で明る
い生活を送るもとであり、 又神社をはじ

心として、神社が大きな役割を果たして
きたことは言うまでもありません。
や はり今も昔と変わらず、神さまを信仰

きまして、ご協力を いただき誠にありが
とうござ います。
菅野政司前会長 の御退任を受け、図らず
も総代会において推挙され、 この度会長

何卒 一層 の御指導と御協力を賜りますよ
うお願 い申し上げ、御挨拶と致します。

宮司さん達と共に、微力乍ら神社 の護持
発展に努力致す所存 でござ います ので、

八幡さまが、末永く氏子崇敬者 の心 の拠
り所として、子 々孫 々まで御加護下さる
よう、今後は前会長 のご功績を継承し、

○会計 佐藤善雄、同補佐 佐藤義治 ・
新

○監事 佐藤甚太郎 ・佐藤敬司 ・新

北区下 菅原利巳 ・新

北区上 山田義信 ・新

根添 佐藤清之焏

中沖南 菅野雅美

○総代 針山 佐藤善昭

氏子会副会長 ・副総代長 ・中沖東総代

小池忠 一・
新

同 ・氏子会副会長 ・副総代長 ・板橋総代

山田義正 ・
新

皇大神宮（内宮）

に就任致しました。
浅学非才 の身、長 い歴史と伝統ある坪沼
八幡神社 の重責を担う ことは誠に恐れ多

ご参加いただいた婦人講の皆さん

故郷を先祖や先輩たちが大切に守り受け
継 いできたお陰 であり、そ の共同体 の中

豊受大御神は天照大御神 の食事を司る御
饌津神 であり、またお米をはじめ衣食住
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