◆◆◆◆年末年始 恒例祭 のご案内
○○○○大祓式 ・・・・歳晩祭
十二月三十 一日 （（（（
水水水水））））午後三時

◆◆◆◆御祈祷 のご案内
○○○○家族並個人及団体祈祷
一月 一日 午前霊時～～～～午後 一一一一時時時時

と共に 一年 の御加護に感謝を捧げます。
事前にご連絡下さ い （
要予約）

け出来な い時間もあります ので、

※ 随時御奉仕しておりますが、お受

※参列自由ですが、出来な い場合は、
二日以後は通常通り予約制にて

半年に 一度個 々の罪穢れを形代 で祓う

神社よりお正月さまと 一緒 にお配り

※ 上 ・生まれ年／下 ・数え年

平成二十 一一一一年厄年表
節分まで早めにお祓 いをお受け下さ い

商売繁盛祈願、合格祈願 等
○○○○ 年末年始 神棚祭 ・・・・氏神祭 ・・・・家祓
『『『『
おおおお宅宅宅宅 へへへへ出向致します ・要予約約約約』』』』

毎日御祈祷をお奉仕致します
家内安全祈願、厄除祈願、

午前九時～午後四時頃まで

例大祭奉納演芸大会で賑わう境内

した形代 （
人形）で各自お祓 いをし、

三が日中に神社までお持ち下さ い。
○○○○元旦祭 一月 一日
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。
○○○○家内安全特別合同大祈願祭
一月 一一一一日日日日 午前十 一時時時時～～～～
参列された家 々の家内安全 ・家運隆昌
など、新年にあたり、合同にてご祈祷
を致します。
※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
○○○○ どんと祭祭祭祭 神楽初奉納あり
水水水水））））午後六時～～～～九時
一月十四日 （（（（
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。
三三三三がががが日日日日やどんと祭祭祭祭はははは甘酒をををを振振振振るま います
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神 の恵 みと祖先 の恩とに感謝しましょう
◆ 初詣は先ず総氏神 の秋保神社 へ
◆ 一・
十五日は神社 へお参りしましょう

予定））））
二月 のののの行事 （（（（
○○○○三日 節分祭
事前 に福豆を神社 でお配り致 しま
す ので、希望者は御来社下さ い。
○○○○十 一日 紀元節祭 ・・・・奉祝県民大会
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 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、昔から の祭礼
日である九月十五日を守り つつ、十二 ・
十三日の土日に奉祝行事を行う予定 です。
編集後記
今回 一年ぶりに第五号を発刊 いたしました。
皆さんに神社に ついて理解を深めて頂き、
ご
自分 の神社として親 しみをも って戴きた いと
作 っております ので、読みにくいところや、分
からな いところはどうぞお気軽にお話下さ い。
さて、
今年 の正月はいろいろな企画がありま
す ので初詣お待ち申し上げ ております。
平成二十 一年丑年までもう少し、
新年が輝か
しい年となりますようお祈り申し上げます。

平成二十年 ・・・・二二二二十 一年挙行 二二二二カカカカ年事業
御創建千二百年 合祀改称百年奉祝大祭

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

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。

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

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

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

活動を続けます ので、今後とも護持に御
協力下さ いますようお願 い申し上げます。

かい真心を御奉賛頂きましたことに心よ
り感謝申し上げます。 二十 一年まで募財

備進行中 でありますが、御縁ある皆さん
に御協力をお願 い申し上げましたところ、
大変なご時世にもかかわらず、各位 の温

この佳き年に神社においては別記 の通り
記念大祭及び記念事業等を計画し目下準

も大変意義深 い、悠久 の歴史 の中 でも、
特別な年となります。

奇 しくも平成 二十年 ・二十 一年 の二カ年
が秋保神社にとりましても、また神社と
ともに歴史を刻んできた秋保町において

改称し、秋保総鎮守 の村社に列格してよ
り百年と いう大切な記念 の年を迎えます。

祭に併せ記念大祭を斎行致しました。
更に平成 二十 一年には明治四十二年秋保
五カ村鎮守 の全神社を合祀し秋保神社と

熊野神社を創建 してより千二百年と いう
誠に大きな節目 の年を迎え、今年 の例大

平成 二十年は、あたかも秋保神社 の創始
坂上田村麻呂が大同三年 （
西暦八〇八）

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。

ご 挨 拶
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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 25 年 昭 24 年昭 23 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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続 いて十五日午前十 一時には、恒例 の例大

く の氏子崇敬者が参列し執り行われた。

楽 の調べの中、総代をはじめ神社庁長等多

斎行。祝詞奏上 の後、巫女 の舞を奉奏、雅

緒をも つ摂社 ・
熊野神社 の大前 で記念祭を

前十 一時より拝殿で、続 いて千二百年 の由

影響もなく、十四日には弓 の儀式 の後、午

二日間とも神様 の御加護 で天候上大きな

年奉祝行事も併せて催された。

にわたり盛大に執り行われ、御創建千二百

恒例 の例大祭が今年は九月十四 ・
十五両日

満社と拝殿前 の奏社と五社 の境内社があ
ります。特に本殿脇 の 一番大きなお宮 の

御本殿に九柱を祀りますが、他に本殿脇
に熊野社 ・雷神社、稲荷社、石造り の天

ごごごご祭神 のご紹介 （
第五回）
秋保神社ご祭神は諏訪 の大神を主祭神に

ご奉仕 の方 々には会場準備から仕切り、駐

ぞれ の役目を果たし手作りで実施された。

数取り入れ、総代 ・若長 ・祭典委員がそれ

おもしろ市をはじめ子供向け の企画も多

籠もる出し物をご奉納頂き、また福引きや

引き続き地元を中心とした多種多様な心

える人 々で賑わ った。内容としては去年に

男女がお参りに来られ、遠近 のべ千人を越

と竹灯篭 に照らされた参道を沢山 の老若

て少なか ったが、夕闇に包まれる頃になる

時間も早めた。出だしは天気 の関係もあ っ

奉祝行事を休日にあわせ、演芸大会 の開始

晴らしいお祭りにな った。また今年からは

重ねて準備してきた ので、例年に増して素

画広報から運営まで担当 し何度も会議を

今年は、正式に祭典委員会が組織され、企

から奉納演芸大会が夜遅くまで行われた。

らしく飾り付けられた境内 では、午後五時

そして、両日とも出店が多数立ち並びお祭

て特殊神事 である湯立て神事が行われた。

形文化財 の秋保神社神楽が奉納され、続 い

十四日は秋保 の伝統芸能 である仙台市無

が参列する中、厳粛に執り行われた。

会計 （
兼総代）

監事 （
兼総代）

湯元総代

野中総代

加沢総代

野 口森安総代

相 沢 雅 浩

猪 又

伊 藤 勇 夫

太 田 孝 次

岡 崎 正 志

太 田 宏 二

斎 藤 弘 勝

新総代 ・監事 ・会計紹介

全体 で守 っていかなければなりません。

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

使命と祖先より田畑が受け継がれてきた

きた国柄である。これを守るのは最も尊 い

あり、我が国は農業を中心に今日を築 いて

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

さて、稲作と共に暮らしてきた日本民族に

の誠を捧げた。直会は芋煮を戴 いた。

な った沢山 の初穂を神前にお供えし、感謝

当社 にお いても氏子 の皆さんから奉納 に

を 喜 び 御 神 徳 に 感 謝 す る祭 儀 で あ る。

として執り行われる最も重要な祭 で収 穫

新嘗祭 は皇居をはじめ全国 の神社 で大祭

総代 ・若長らが参列し厳粛に斎行された。

今年も十 一月 二十三日に恒例 の新嘗祭が

の御参拝をお待ち申し上げ ております。
新嘗祭斎行

て本格的な雅楽 の演奏 ・
舞をご奉仕頂 いた。 さんに厚く感謝申し上げます。来年も多く

十五日には御創建千 二百年奉祝行事とし

会計補佐

て頂 いた。氏子各位 ・協力者 ・協賛者 の皆

また協賛者 の芳名 は当 日境内 に掲げさせ

祭りらしい、楽しいお祭りとな った。

うが、皆 の思 いが纏まり、鎮守 の神様 のお

車場から後片付けまで大変 であ ったと思

秋保神社大看板完成

例大祭にあわせ 「
秋保神社」大看板 の竣

工式が関係者参列 のもと斎行された。 こ
の事業は平成十九年度より の境内整備 の
一環として進められ記念祭に併せ完成を

く の有志が集 い、祭典委員会が組織された。
例大祭 では中野正幸祭典委員長を中心に

いに盛り上が った。失われかけた地域 の和

最も徳な こととされております。

はその最たるも のであり、人として自らに

ける者 の責務だと思 います。神社 への奉仕

返しをするのは、その地域に住み恩恵を受

形は様 々で結構ですが、何かしら地元に恩

かをと思 ったら、遠慮無く是非ご参加を。

出来ることからで結構です ので、自分も何

がここから広がり、また活性化にも繋がる、

先し奉仕され、お祭りも心 一つにな って大

御神 の親神様 で、国生みをなされた伊弉
諾 ・伊 弉冉尊 の夫婦 の神を中心と した

大変意義深 いも のではな いかと感じた。

や(たがらす で)す。

られる三本足の八咫烏

サ ッカー の日本代表 の
シンボ ルマークでも知

り、広く信仰されてお
ります。
尚、 この神 の使 いは

神 々を祀り、名取 の熊野堂をはじめ三千
社が全国に祀られてお
昨年改修された熊野神社（右）

御創建千二百年記念 例大祭斎行

祭 の神事が総代若長をはじめ内外 の来賓

熊野社は同神社にと っては重要な神様 で
摂社として祀られ、本年に千二百年を迎
えると いう坂上田村麻呂創建 の熊野大神

本年 の例大祭を前に、総代若長をはじめ多

見たが、計画にあ っては、由緒ある神社
に相応しい立派な物とするべく、ご用材

勳

であります。詳細 は不明ですが、御本社
は紀伊半島和歌山県に鎮座し、蟻 の熊野

各担当部が組織され、それぞれ の役割で率

祭典実行委員会発会

詣や世界遺産 の熊野古道 で有名な熊野本
宮大社、熊野速玉大社 ・熊野那智大社 の
熊野三社 であります。御祭神は天照皇大

の吟味から、設計 ・加工 ・設置に至るま
で全 て総代有志が率先し、氏子 の見本た
るご奉仕 ・ご奉納を頂 いた。高さ四㍍、

後世に残る、神社 のみならず秋保 の大き
な財産となる見事な看板とな った。

看板制作に際し例大祭に併せ、左記 の篤
志者に感謝状と記念品が渡された。

ウ ッデ ィポ エム殿

佐藤永市殿
宍戸睦郎殿

記
御用材 ・欅板、揮毫 中野正幸殿
御用材 ・杉柱
柴田 林殿
柱木工奉仕
文字線刻
表面仕上げ ・他

小笠原流 弓術
御創建１２００年奉祝 雅楽奉納
神社の顔となった大看板

熊野社１２００年記念祭
湯立て神事
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