第二十二二二二回回回回「「「「
蛍蛍蛍蛍とととと平家琵琶のののの夕夕夕夕べべべべ」」」」
のご案内
なご し のおお はら い

半年に 一度、心身健康 であるように 一人
一人罪穢れを祓 い清めると共に残り半年

日日日日））））午後三時
夏越大祓 七七七七月月月月四四四四日日日日 （（（（

午前九時より午後五時頃まで随時執り
行 います （
その他 の時間も可）
。通常は
の無病息災を祈ります。
昨年から皆さん の参列を いただ いて行う

ごごごご祈祷 のご案内

ふるさと坪沼実行委員会主催
生出市民センター
共催
坪沼は蛍の里として随分知られるように
おりますが所要にて不在もあります の
で事前 にお電話でお問 い合わせ下さ い。

境内にたなびく日本の国旗「日の丸」

なり、この季節になると遠近より多くの方
が蛍を見に訪れます。見かけたら声を掛

平成２２年６月２０日（４）

すっかり定着し、今年も七月十日（
土）
午後
六時過ぎより神社境内で開催されます。
当日は、平家琵琶の伝承者後藤光樹先

けてあげてはいかがでしょうか。
このイベントも仙台の夏の風物詩として

◇◇◇◇厄祓 厄(年表 ・
数え年 早)めにお祓 いを！
男 二十五 ・四十二 ・六十 一歳 本厄

方位除 ・心願成就 病気平癒 必勝祈願
お宮参り ・七五三詣 ・安産祈願 等
◇◇◇◇交通安全祈願 車輌清祓 （
車購入時）

◇◇◇◇ごごごご家族やややや個人のののの御祈祷
家内安全 身体健康 合格祈願 八方除

各 自 お祓 い
をし、当日ま
で神 社 に お

･ ･

生の幽玄なる調べを聞くことが出来ますの
で、ぜひお出かけいただきたいと思います。
女 十九 ・三十三 ・三十七歳
◇◇◇◇会社やややや団体 のののの祈願
商売繁盛 安全祈願
持ち下さ い。

･

･

･

････

･

･

･
･
･
･
･
･

本厄

･

･

ご 挨 拶
日本 から はるか遠 く南 ア フリカ の
地 で開催さ れ て いるサ ッカー ワー ル
ド カ ップ、日本代 表 は初戦 で見事金 星
を挙げ、日本中を歓喜 の渦 に巻 き 込み、
私達 に大 きな夢 と感 動を与え てくれ
ま した。選手たち は文字 通 り国 の代表
と して 「
日 の丸」を背負 い、 日本 人ら
しく堅実 に戦 って、立派 に期待 に応え
てくれま した。願わく は更な る活躍を
と勝負 の神 に祈 るば かり です。
さ て、こ のような スポ ー ツ の大会 で
は、国民 の心が 一つにな る ことが出来、
今 の時代 にあ っては、自然 と 日本 人 で
あ る ことを自覚 す る良 い機会 にもな
っております。世界各 国 の国旗 の中 で
も、 スタジ アムにたな びく 「
日 の丸」
は ひときわ美 しく感 じ ると思 います。
それ は私達 の根底 に流 れ る本来 の国
を愛す る心が湧き出ず るから です。
国旗 にはそ の国 の歴史や 文化など

先 ず は、祝 祭 日に は各 ご 家 庭 でも、
国旗 を掲げ てお祝 いしま し ょう。

国 民 一人 一人が和をも って 一緒 にそ
の使命 を果 たさ な け れば な りま せ ん。

孫 代 々に繋 げ る のが 私達 の責務 です。
太 陽 の神 「
天照大御神」が 天皇陛下
に仰 せら れた国づく り、正 し い方 向 に

培 った悠久 の歴史 に育 まれた我が国
を、協 力 して更 に良 いも のにし、子や

があ り、そ して家族があ ります。そ し
てそれぞれが そ の 一員 であ り、先祖が

意義 こそ今 の時代考 えな ければなら
な いのではな いかと思う昨今 です。
私達 の社会 には国があ り、地域社会

見ら れたよう です。そ のような尊 い国
旗 をも つ日本、象 徴だけ でな く、そ の

さ れ ており、軍国主義 の象 徴 の様 に偏
向視さ れ る こともあ りますが、正 しく
は全 く逆 で、歴史 も古 く平安時代 から

の心が表現さ れ ております。白 地 には
素直な心を、赤 い丸 には真 心と和が表

であ り、 「
日 いず る国」 の象 徴 であ る
太 陽を表 し、自然 に感謝す る日本 民族

国柄が表さ れ ております が、 私達 の
「
日 の丸」は、神代 より最 も尊 ぶ存在

ておられることをどうぞ忘れな いでくださ い。

神様はい つもそば であなた のことをご覧にな っ

私達 の願いは神様 の願いにもなります。

「
地域が良くあ ってほしい。
」

「
みんなが元気で明るくいてほしい。
」

編集後記

し上 げ る形
代（
人形）で

合わせ半年に 一度 の大祓をお受け下さ い。
※参列自由です ので、御都合付けてお越
し下さ い。出来な い場合は、神社 で差

ようになりました。近郊 ではめずらしい
茅 の輪くぐりも行 います。どうぞお誘 い

地域おこしに取り組む実行委員会の組
織も再編成されて三年目、今年は神社の
池を蛍の生息地にするため神池整備にも
必勝祈願 ・合同厄祓 ・還暦祓 等
◇◇◇◇神社から出向してのお祓祓祓祓

団体厄除祈願等
◇◇◇◇家相 ・・・・年回りの相談
吉凶は気を つけて頂きた いと思 います。

家祓 ・地鎮祭 ・火入れ式 ・解体祓 ・上
棟祭 ・井戸祓 ・木伐祭 ・ホテル等 での

をお願いします。
模擬店なども多数出
店されますので、地域
◇◇◇◇よろず相談 御遠慮なく
何か気になること、心配事等お気軽に。

坪 沼 八幡神社社報

平成 二十五年伊勢神宮式年遷宮

神 の恵 みと祖先 の恩とに感謝しましょう
毎月 一日 ・十五日をはじめ、
折 にふれ、神社をお参りしまし ょう
お知らせ 境内に榊を献木頂いた皆様へ
希望者に榊をお頒けしたいと思います。
御理解の程宜しくお願い申しあげます。
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の夏祭としてもどう
ぞお越し下さい。

また子供たちも祭囃子や手作りの行灯
で参加しますので応援

ご協力頂きました。昨年作られた中沖の蛍
生息所には蛍の幼虫も放流致しました。
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例大祭斎行

四月十五日、例大
祭が斎行されました。
それに先立ち十日の

土曜日には、午前十時
の神幸祭に続き、板橋
区の担ぎ番で夜七時の
お山入りまで、勇壮な

神輿渡御が行われ、
坪沼をもれなく練り歩きました。
子供みこしも坪沼小学校まで同行し、皆で
協力し元気よくまわりました。
各御旅所では、伝統の坪沼祭囃子が演奏

され、地域の皆さんや、里帰りされた産子
さんたちが集まり、お神輿を迎えました。
小学生の巫女さん達も春休みに練習して

きた浦安の舞を各所で 一生懸命舞いました。
今年の神輿渡御も大勢の供奉する人達の
協力で、伝統のままに滞りなくお山入りと
なりました。
境内では午後
三時より生出剣
聖会を中心に太
白区西部地区
剣道交流会後

行事報告
○元旦祭斎行 一月 一日
新年の家内安全合同祈願祭
○どんと祭斎行 一月十五日
正月飾りのお焚き上げ
○節分祭斎行 二月三日
悪災除 ・
追儺の豆まき
○建国祭斎行 二月十 一日
建国の古を偲ぶ祝祭、県民大会参加
○祈年祭斎行 二月二十八日
五穀豊穣を祈る大祭
○○○○六六六六月月月月二十日日日日 氏子会総会
各地区氏子の代表が出席 し平成 二十二年
度総会が開催されました。今年度も神社

集い斎行され、祭儀終了後は敬神婦人部の
協力を得て直会が行われました。
午後よりは、演芸大会となり、まずお祭り

午前十 一時より神事が執り行われました。
氏子関係各位をはじめ遠近より崇敬者が

大会などが行われ、出店も出て夜遅くまで
賑わっておりました。
次いで十 一日の日曜日は、奉祝祭として

ました。神楽殿では御
神楽や 子供くじ引き

立ち剣道形と居合の
奉納演武も披露され

女剣道大会が開催さ
れ元気いっぱいに日ご
ろの成果を発揮し、先

援により奉納少年少

ローソン坪沼店殿

阿部善産業殿
大沼建築殿
菅原工業殿

鴫原基礎殿
仙台カナワホーム殿

心布乃里殿
後藤牧場殿

大青 工業殿
ＪＡ生出支店殿
カンノ工業殿

友和電設殿
成和電気殿

位また多くの氏子崇敬者のご奉仕ご協力
により滞りなく終了致しました。
例大祭協賛会社御芳名 （
順不同）

例大祭は、年に 一回行われる坪沼地域 一
番の行事として、総代若長をはじめ関係各

お祭り期間中天候にも恵まれ、皆楽しいお
祭りを大いに満喫されておられました。

両日とも協力会のメンバーが模擬店の出店
など、縁日を盛り上げ、子供向けのＰＴＡコ
ーナーも盛況でした。

となり全員で盛り上がりました。

券については氏子の皆さんにも売り上げに
ご協力戴きました。その他お正月やどんと

ね、準備から駐車場整理や片付けまで全
般的にご協力いただきました。模擬店の食

て徐 々に整備してまいりたいと思います。
協力会だより
例大祭を盛り上げるべく、幾度も会合を重

えるようになりました。今後蛍も飛ぶよう
湧水を利用する計画もあり、憩いの場とし

ただきました。地域の
会社関係の御協力も
いただき、様 々な方の御篤志もあって見違

社の表階段下の神池
をきれいに整備してい

てふるさと坪沼実行
委員会が合同にて神

神池整備事業報告
氏子会と協力会そし

ケクラブのメンバーをはじめ自慢ののどを
披露、最後は豪華景品の当たる福引大会

に引き続き加藤八郎氏と銀杏町カラオケ
クラブ他有志の皆さんによる歌謡舞踊ショ
ーが行われ、カラオケ大会では坪沼カラオ

ロの若手漫才、大正琴の演奏、好評の奇術
や歌謡浪曲が花を添えました。また昨年

前の小高い丘の上に鎮座
する祠堂をこの度針山
の皆さんの浄財をもって

針山 虚空蔵神社
片目どじょうやウナギの伝説のある、郷田

のためにも入会してみませんか？月謝二千
円で現在十名ほどが参加しております。

に、毎月第 一・
三木曜 予定 の二回、午後七
時からご指導をいただいております。楽し
みながら、歌も上手になりますので、健康

カラオケクラブ会員募集中
お祭の歌謡ショーでおなじみ加藤八郎先生

たいと思います。
なお、記念行事の予定がありますので、皆
様のご協力をお願い申し上げます。

迎えます。坪沼の伝統文化を守る為、継承
に努めてこられた会員の皆様を心から称え

祭囃子保存会だより
今年は祭囃子保存会結成より三十周年を

家庭の円満は奥様方の笑顔からですので、
益 々がんばっていただきたいと思います。

皆様のご協力でお祭りが盛大に執り行う
ことができます。誠に有難うございます。

嶺岸石油殿
◎ひろせ川交通殿 （
乗合タクシー協力）
※御協賛やご祝儀、出店の売り上げなど

生出郵便局殿

グレースリッジカントリークラブ殿

には欠かせない保存会と子供たちによる伝
統の祭囃子が演奏され、続いて、今回はプ

祭等いろんなことにご奉仕下さいました。
敬神婦人部だより
四月九日例大祭を前に、恒例の清掃奉仕

カナワホームさん施 工に
より屋根や柱など修理

エコロジープロダクツ殿

が行われました。御婦人方三十人以上が
集まり、また総代さんたちも 一緒に参加

し、十二月二十八日竣
工遷座祭を斎行した。

茂庭荘鐘景閣殿
石川営板殿

しました。茶話会も楽しいひと時でした。
お祭りでは大いに腕を揮って頂きました。

(

)

の御事に つきまして氏子の皆さんのご理
解ご協力をよろしくお願 い申し上げます。
ごごごご奉納御礼 （
順不同・
七号以降）
長床神幕 敬神婦人部殿 ・ 山田義正殿
菅野英明殿 ・菅野としい殿
菅原卓次殿 ・佐藤勝英殿
献花 ・
献木のお願い
今後も引き続き季節毎にきれいな花が
咲き誇る境内にしてまいりたいと思いま
す。お庭のめずらしい花などありました
ら何卒御奉納をお願い申し上げます。

剣道大会
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お神
表坂を下る神輿行列

