◆◆◆◆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 午前零零零零時時時時～～～～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

平成二十年厄年表
お早めにお祓 いをお受け下さ い

九時～午後四時頃まで毎日行 います
家内安全、厄除、商売繁盛、合格祈願 等
○○○○年末年始 神神神神棚祭 ・・・・氏神祭 ・・・・家祓等等等等
『『『『
要予約』』』』

二日以後 は通常通り予約制 にて午前

ております ことを申し添えます。

神職 の本田様にご祈祷をお願 いし

は兼務社出向 の為宮司不在 に つき、

※ 元旦午前零～二時、九～十二まで

※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
火火火火））））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
火火火火））））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。
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◆ 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

神 の恵 みと祖先 の恩とに感謝しましょう

伐採を終えた表坂

予定））））
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 二十年 の例大祭は四月十五日を守り
つつ、十二日 （
土）に神輿渡御、十三日
（
日）に奉祝行事を行 いた いと思 います。
編集後記
今回 一年ぶりに第四号を発行することが出来ま
した。神社 のいろんな ことを写真を い っぱ い使
って発信していきたいとおも っておりましが、
今回は紙面の関係上もあり、活字ばかりとな っ
てしまいました。見づらか ったかと思 いますが、

http://www.tsubonuma.org

最後まで読んで頂きありがとうござ いました。

ホームページ
もご覧下さ い

ることを認識し感謝することが大切で、
みな私たちは神 の子な のですから、自分

ります。良 いことばかりではありません
が、そ のような時も良 い行 いをしていれ

ました。 このように 一つ 一つ積み重ねて
今 日があり、誰にでも気 の遠くなるよう
な繰り返しがあ って今があるのだと分か

人は 一年 一年を繰り返して歳を取り、そ
して先祖より繰り返し生命を繋げ て参り

皆 々様 のご厚情に感謝申し上げます。
さ て、来年は十二支 はじめ の子年 です。

れまで総代を始め氏子崇敬者多く の皆様
の支えを頂戴 しながら、宮司 の眞に重き
任を何とか務めさせて頂 いております。

が、八幡大神様 のお導き のもと、私こと
七月に宮司に就任以来間もなく半年、 こ

ぞれ、喜びや悲 しみいろんな出来事があ
ったことでしょう。神社におきましても
前宮司が逝去し、多難な年となりました

いよいよ本年も押 し迫 って参りました。
今年 一年振り返りますとみなさんもそれ

に大神様 の御心に叶われまして、御隆昌
と御健勝を祈念致し御挨拶と致します。

は人 の敬により威を増し、人は神 の徳に
より運を添う」と御成敗式目にあるよう

なりに精 一杯努めて参る所存 であります
のでどうぞ宜しくお願 い申し上げます。
氏子崇敬者 の皆様におかれましては、「
神

温かいご理解ご協力をお願 い申し上げ る
次第 です。前宮司 の足跡を継承し つつ私

おりますが、全 てはあらゆることに 「
ま
もる」を根本にしております ので、何卒

計画しておりました諸事業を出来うる限
り行わせて頂きました。みなさんにはご
無理やご苦労をお掛けし本当に恐縮 して

神社においてはそ のような ことから今年
は次 への準備として、前宮司と生前より

そんな中干支も 一巡し新年は出発 の年 で
す ので、新たな気持ちで次に繋がるよう
な スタート の年にしていきた いも のです。

切にし、それぞれ戴 いた使命をはたさん
が為、努力していかなければなりません。

よがり のような罰当たりな行 いはせずに、
神様から与えられた命を自他関係なく大

ばき っと い つかは光が見え てま いります。
それには神 の力によ って今生かされてい

ご 挨 拶

坪沼八幡神社社報
第四号
発行所 坪沼八幡神社社務所
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電話 二八 一
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※ 上 ・生まれ年／下 ・数え年

前 厄 本 厄後 厄
昭 60 年 昭 59 年昭 58 年
男 ２４歳 ２５歳 ２６歳
性 昭 43 年 昭 42 年昭 41 年
４１歳 ４２歳 ４３歳
昭 24 年 昭 23 年昭 22 年
６０歳 ６１歳 ６２歳
平3年 平2年 平3年
女 １８歳 １９歳 ２０歳
性 昭 52 年 昭 51 年昭 50 年
３２歳 ３３歳 ３４歳
昭 48 年 昭 47 年昭 46 年
３６歳 ３７歳 ３８歳
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への奉告祭と落成披露を行 いました。総代

務所 の改修 工事が竣工するにあたり、神前

せ、九月より段階的に進めておりました社

去る十 一月二十五日、恒例 の新嘗祭にあわ

社務所改修工事終了

かとは存じますが、今は仙台市 の助成が増

ありましたら、経費は大変なところもある

大事な ことだと考えます。まだ のご家庭が

考えても、蛍 の里たる坪沼にと って、今後

また浄化槽を設置しましたが、環境問題を

しい森だと思 います。御社殿 のまわりは何

りとおおわれ、まさしく神 の住むにふさわ

にも採用されました通り、杉木立にこんも

当社 の鎮守 の森は、「
日本 の米カレンダー」

神社林林林林 のののの 一部伐採とととと間伐実施

いと思 っておりますが、宿泊も出来るよう、 林 の杉や ヒバを 一部伐採致しました。やむ

百年と いう大木がそびえ立ち、悠久 の歴史

をえな いこととは申せ、何も のにも神が宿

え少な い負担で出来ます ので、予算化され

ユニットバ ス （
風呂）を新品同様ではあり
るとされ、木にも命があり、神が宿 ってい

若長をはじめ、来賓として関係代表を招き

ますが不要にな ったも の移設しました。
るため、お祓 いをして行 いました。

を感じます。そのような中今回当初 の計画

感謝申し上げます。

その他 の工事としては、剥離や損傷ある外
まず表坂ですが、今までは薄暗く、こけや

ている早めの内に行 ってはと思 います。

式典 では、施 工を請け負 い、立派に納めて

壁 の補修などを実施しました。
氷で滑りやすか った ので、階段両脇 一列を

目出度くお披露目を終えました。

頂きました菅原工業 の菅原拓社長に感謝

土留め工事をはじめ、神社から社務所 への
伐採しました。光が差しこみ、また道路か

により、大切な財産ではありますが、神社

状 の贈呈を行 い、その意を表しました。
またご尽力頂 いた関係各位にも深く御礼
坂 の拡張や地なら しなど土木にあた って
らもよく見え、防犯上も向上しました。

また他に今後青少年対策など で活用 した

申し上げます。
内容に ついては、中と外にそれぞれ男女別
は、カンノ工業さんに依頼し、青年部 の協

行事 にも使え る利便性 のあるも のとしま
力も戴きながら行 いました。
した。便所外壁には神社 のヒバ材を活用し、 今後は氏子の皆さんに大 い

おりますが、日本では鎮守 の森を見て分か

昨今地球温暖化や、環境問題がさけばれて

がき っと立派に育 つことでしょう。

ら先何十年何百年と いう長さで、神社 の森

に、 一部間伐をさせて頂きました。これか

する際 にでも対応出来 る木材を育 てる為

めにも、また子孫たちがお宮をお立て替え

れな い木が多く、やがて千年 の森を作るた

い。

用下さ

ぞご利

でどう

した の

なりま

者などお世話頂 いた皆様本当に有難う御

関係各位をはじめ、御奉賛会社 ・
演芸奉納

祭りをご奉仕することが出来ました。

き の奉祝行事など、活気ある年に 一度 のお

土曜日の神輿渡御と日曜日の本祭引き続

者が訪れ賑やかに盛大に行われました。

い中にも何とか天気に恵まれ、大勢 の参拝

今年 の例大祭は、四月十四 ・十五日と肌寒

例大祭 賑賑賑賑やかに斎行

ら足を運んで頂きた いと考え ております。

す ので、自分 の神社な のですから、日頃か

よう、また参拝者休憩所としても開放しま

を企画します ので、ぜひお越し下さ います

していくべく活用方法など

より 一層親しみある神社に

にご利用 いただくように、

○総代 針山

新役員 ・・・・総代就任 （
第 ３号以降 ・敬称略）

ったため、五十年以上もたちながら太くな

また植林 してから間伐を実施 していなか

した ので、あわせて危険木を伐採しました。

たが、枯れや腐れ ・虫食 いなどが見られま

ことにな ったかもと いう倒木がありまし

その他、九月 の台風であわや長床を つぶす

ました。お祭りまでは整地する計画です。

拡幅するため、神社裏 の市道沿 いを伐採し

るように、木や自然を大切に守 ってきまし
座 いました。

ように、昔から木とは切 っても切り離せな

第４号

い文化を持 っています。日本が他国と違う

ことは、切るだけでなく木を植え育 ててき

菅野正男

中沖南 菅原 拓
○会計
敬婦だより

ご婦人方には、 い つも頭が下がります。
敬神 の念熱く、例大祭をはじめ、数 々の
行事にご奉仕を頂きました。清掃奉仕も
行 い、境内を綺麗にして頂きました。宮
城県敬神婦人 の総会 でもバ スを貸 し切 っ
てみんな で参加されました。笑 いが絶え
な い楽 しい会 で、 い つもこちらが元気を

きまして、子孫に残す物心両面 の財産であ

氏子 の皆さんには今後とも鎮守 の森 に つ

さんに相談し、無償 で行 って戴きました。

伐採にあた っては、秋保町馬場 の佐藤林業

さに見本 のような森になりました。

水流して下刈りを行 って頂 いたお陰 で、ま

後 の植林からはじまり、毎年持ち回りで汗

社 の森は氏子の皆さんのご奉仕により、戦

したが、皆さんのご奉仕 の心に感謝申し上

秋 の竹切りは悪天候 のため、延期になりま

の様 々な こと へ、ご協力 いただきました。

その他、花見や芋煮会を主催したり、神社

い地域 の人たち の力を感じました。

した。例大祭は大 いに盛り上げ て頂き、熱

んが つき、いろんな方が入 っていただきま

発会しました。会長には北区 の佐藤勝英さ

協力会だより
今年 のお祭り前に坪沼八幡神社協力会が

頂 いている、そんな皆さんです。ありが
とうござ います。

ります ので、管理は容易ではありませんが、

げます。なお、新規参加者も歓迎です。

たことで世界に誇れることだと思 います。

ご理解ご協力をお願 い申し上げます。

昨今は林業が衰退し荒れた山が多 い中、当

大井正 一

た。また家も木 の恩恵を受けて建 てている

内装ともども明るく暖かみのあるも のに

また、駐車場 の確保と、神社までの道路を

の水洗便所を新設し、平常 の日から大きな

これもひとえ に氏子皆様 の御奉賛 の賜と
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