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

◆◆◆◆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。

平成二十 一一一一年厄年表
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

前にご連絡下さ い

雪景色のお宮

※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
木木木木））））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
木木木木））））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

http://www.tsubonuma.org

げ し、御神火に無病息災を祈ります。

ホームページ

もご覧下さ い
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奉 祝 天皇陛下御即位 二十年

神 の恵 みと祖先 の恩とに感謝しましょう
◆ 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

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 一年 の例大祭は四月十五日を守
り つつ、十 一日 （
土）に神輿渡御、十二
日 日(）に奉祝行事を行 いた いと思 います。
植樹 のお願願願願いいいい
あじさ いの挿し木をご奉納願 います。
編集後記
第六号を発行することが出来ました。神社 のいろん
なことや守 っていかなければならな い大切なことを
写真をまじえてお届け致します。
ご家族皆さんで御覧 いただき感想やご意見、または
疑問などお気軽にお聞かせくださ い。
風邪などひかな いように良 い年をお迎えくださ い。

新嘗祭斎行
今年は十 一月 二十四日に恒例 の新嘗祭が
総代 ・若長らが参列し厳粛に斎行された。
新嘗祭 は皇居をはじめ全国 の神社 で大祭
として執り行われる最も重要な祭 で収 穫

の誠を捧げた。直会は婦人部お手製 の芋煮

を 喜 び 御 神 徳 に 感 謝 す る祭 儀 で あ る。

況は明治維新 ・敗戦に続く日本 の三大国
難 の到来と騒がれておりますが、明らか
に人為的 で、人心 のおごりが色濃く、遥

さて、稲作と共に暮らしてきた日本民族に

あり、我が国は農業を中心に今日を築 いて

なければなりません。

みんなで守 っていか

り、国民 一人 一人が米 の有り難さに気付き、

が、近年大変な状況にな った。国策もしか

きた国柄である。これを守るのは最も尊 い

照皇大御神様よりお授け頂 いたみ恵 みで

と って稲は 「
イのち のネ」とも いわれ、天

バラで、民主主義をはき違 い利己主義的
にな った結末が今 日の状であり、そ の大
本 こそに危機感を覚え将来を憂 います。

使命と祖先より田畑が受け継がれてきた

幹にあるのは、素直に手を合わせる 「
敬
神崇祖」 の誠 の心ではな いでしょうか。

日本人 の心を呼び起 こし、正しい心をも
って再起しなければなりません。そ の根

が見直される時だと感じます。奥深く心
豊かに暮らしてきた先人たちに思 いを致
し、謙虚さや勤勉さを美風とする本来 の

しい民族です。今 こそ、何 のために生き、
生かされているか、「
温故知新」この言葉

しかし、私たち日本人は幾多 の困難も乗
り越え、麗しい日本を築 いてきた素晴ら

を戴 いた。

な った沢山 の神饌を神前にお供えし、感謝

当社 にお いても氏子 の皆さんから奉納 に

かに形而下 の感があります。世界的な影
響もありますが、今 日ほど人 の心がバラ

今年も早 いも ので年 の瀬、あまり良 い ニ
ュー スが聞けな い年 でした。特に経済不

ご 挨 拶
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※ 上 ・生まれ年／下 ・数え年

前 厄 本 厄後 厄
昭 61 年 昭 60 年昭 59 年
男 ２４歳 ２５歳 ２６歳
性 昭 44 年 昭 43 年昭 42 年
４１歳 ４２歳 ４３歳
昭 24 年 昭 23 年昭 22 年
６０歳 ６１歳 ６２歳
平4年 平3年 平2年
女 １８歳 １９歳 ２０歳
性 昭 53 年 昭 52 年昭 51 年
３２歳 ３３歳 ３４歳
昭 49 年 昭 48 年昭 47 年
３６歳 ３７歳 ３８歳
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本年三月から始ま った駐車場整備事業 で

駐車場整備事業完了

となりました。
神社庁や支部主

夜は金華山 の斎館に参籠 しながら懇親を
深めてま いりました。
皆さん のお蔭 で有意義な楽 しい研修旅行

由来などを拝聴することが出来、 一同深
く感銘してま いりました。

参りされておる方が多か った のですが、
普段では入ること の出来な い奥 の方まで
拝観することが出来たり、貴重な両社 の

を参拝し 一泊二日の研修を行 いました。
県内屈指 の大社な ので今までも何度もお

参加され、秋保神社総代と合同にて総勢
二十六人で鹽竈神社と金華山黄金山神社

今年十 一月六 ・七日にはじめて神社主催
による研修旅行を行 いました。総代を中
心に祭囃子保存会と敬神婦人部役員等が

研修旅行

協力会だより
坪沼八幡神社協力会が発会してより二年

参加しており、今年もイベントの宣伝に「
オ
ーバンデス」
に出演してまいりました。

れました。最近は自然豊かな蛍の生息地と
して、環境整備への取り組みも始められた。
また子供たちも祭囃子や手作りの行灯で

心に、地域おこしのため多くの方の御協力
のもと模擬店や露天も多数出店され行わ

を迎え盛大に開催さ
れました。今年は天候
にも恵まれ、佐藤多喜雄実行委員長を中

平家琵琶の夕べ」
が千
人近くの内外の人達

で二十回目を飾る坪
沼の夏の風物詩 「
蛍と

ふるさと坪沼実行委員会主催
七月五日（
土）
午後六
時過ぎより神社境内

蛍蛍蛍蛍とととと平家琵琶のののの夕夕夕夕べべべべ」」」」
第二十回「「「「
開催

はけを考慮し、コンクリートを敷き、通路

車をおし、昨年改修した社務所 の廻りに水

此に併せ総代他氏子有志が手作業 で 一輪

駐車場が整備された。

り掛けて五十台も停められるほど の広 い

の皆さんの手をお借りして、のべ 一月あま

トを提供頂き、根本氏が中心となり、多く

太白生 コンさんより無償にて コンクリー

大駐車場が完成した。六月 の総会終了後、

したが、この度全 て コンクリートを敷 いた

催もありますが、
また神社独自 の

なども敷石をおき歩きやす いようにして

頂 いた。舗装にともな って、景観を良くす

る為石垣積みや植栽などをご奉仕頂 いた。

車社会 の世 の中、神社 への市道拡幅は待た
れるも のの、通常 の
行事には十分な駐車
となりました。 これ
から有効に活用する
よう企画も致します
ので、どんどんお使

スを貸 し切 ってみんなで参加されました。
役員 の皆さんが中心とな って、和気あ い

綺麗にして頂 いております。感謝申し上
げます。
また恒例 の宮城県敬神婦人 の総会 でもバ

年 二回 の清掃奉 仕
では、い つも境内を

持 ち寄 り で美味 し
い手料 理を提供 い
ただきました。また

行事 にご 奉 仕 を頂
き、直会 では、自ら

の皆 さ ん には例大
祭をはじめ、数 々の

敬婦だより
今 年 も 敬 神 婦 人講

坪沼 の歴史や伝説 ・史跡等を紹介 します
【【【【
夫婦石】 第 一回

い取り纏めてお知らせした いと思 います。
坪沼 の昔めぐり

生を迎え勉強会を開きました。勉強会は
今後も継続して行 います のでどうぞご参
加くださ い。また勉強会 の内容はおいお

う と 六月と十 一
月 に菅 原 勝 行 先

すが、先ず地元の
方 に坪 沼 のこと
を も っと 知 ら お

ーキング」を毎年
開 催 し てお り ま

ヌ マで収 穫 祭 に
あわせ 「
坪沼ウォ

坪沼のののの歴史伝説勉強会開催
や る っち ゃ ツボ

それは、明治十年ころ、坪沼の根添分教場 の主
任をしてお った鴫原嘉三先生 の母親が病気にな
ったんだと。 いろいろ医療を尽しても いっこう
に治るきざ しがなく、先生夫妻は 「
どうか母上
のご病気が 一日も早く全快しますように。
」
と神
仏に祈願をし、日夜母親 の看護を続けたんだと。
ある夜、夢に 「
これより南方 の小山の中に夫婦
石あり、むかし弘法大師御巡錫 の折 の御座石な
り、これに弘法大師を祠れば病癒えん。
」と いう
示現があ ったんだと。先生は、大 いに喜んで早
速人を頼んで探したところ、八幡神社 の前方、
沼尻の小山の中に大小の石が重な っているのを
発見したと。先生は、その石の上に小祠を建立
して信仰したところ、母親 の病 いは快復された
と。そのことが遠方に伝わり、参詣する人も多
く、中には夜通し病気 の平癒を祈るも のが続出
するようにな ったんだと。そこで、地主 の渡辺
喜代治氏は信仰者と相談して小祠と籠り堂を建
立したところ、日がた つに つれて参詣者が多く
なり、 一日数百人となり祠前は大変混雑したん
だと。また、籠り堂 の下に茶店を設け茶菓子等
の商売を始めたところ、「
弘法茶屋」といわれす
こぶる繁昌したということだ。
なお、神社 の向か って左側 のお不動さんにも、
弘法大師 の像がま つられ
ております ので、お参り
くださ い

地域 の結束が図られるよう願 います。

力 いただきました。神社 への奉仕を通し、

じめ神社 の整備事業やイベントに大きく

が経過しようとしております。例大祭をは
貢献 いただき、神社 の様 々な こと へ、ご協

い頂きますよう、ご
参拝をお待ち申し上

あ いと笑 いが絶えな い楽しい会 です。
左は方 々は長年 の功績が評価され表彰 の

げ ております。

栄を受けられました のでご披露申し上げ
ます。
全国敬神婦人連合会表彰 菅野としい殿
同
神社庁仙台支部表彰

神社庁長よりの感謝状
退職記念ご寄付 調度品） 佐藤みさ子殿

佐藤 レイ子殿
佐藤さき子殿

神社 の東方 の小山に、むかし弘法大師が巡錫 の
折 の御座石という大小二個 の石があり夫婦石と
よばれている。 この石は、古老 の話によれば、
ある若者が小さ い石の上に大さな石が重なり合
っているのを見て、重な っている上 の石を転が
し、翌日来て見ると元のように重な っており、
若者は不思議に思 い、その後手を触れるものが
なか ったと いわれている。
また、夫婦石に ついて、こんな話が語り伝えら
れている。

したらお声掛け
くださ い。

企画も致します
ので、参加希望
の方がおられま
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