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御挨拶

拝啓 皆様に於かれましては、益々ご清祥のこととお慶
び申し上げます。
さて、本年中国武漢市より広まった新型コロナウイルス
の影響は全世界に及び、我が国の皇室に於かれましても御
即位後初の御誕生日を迎えられました二月二十三日の一般
参賀や春の園遊会も中止されるなど、諸行事の中止や縮小、
延期による対応がなされております。
又近隣地域でも、大垣祭り・山王祭り・揖斐祭りなど縮
小または中止されるなど、新型コロナウイルス感染拡大防
止の為の措置がとられました。当社に於きましても、四月
二日の例大祭に伴う諸行事は中止とし、神事のみ例年通り
粛々と斎行致しました。また、創立以来長年続いておりま
した崇敬会伊勢神宮参拝研修旅行も、止む無く中止の判断
を致しました。今後の各恒例行事等も皆様の健康と安全を
考慮し、同様の方向で対応致す予定でございますのでご理
解ご協力賜りたくお願い申し上げます。
現在全ての都道府県では、非常事態宣言が解除されまし
たが、未だに多くの方が、自粛生活を継続されている事で
しょう。そんな中、感染者やその家族、他県ナンバーのド
ライバー等に、過剰なまでの警告やバッシングを行う心無
き人達も増えたように感じます。収束宣言が出るまでの間
私たちが成すべき事は、他人の監視や非難ではなく、明き
浄き直き正しき誠心を持った、一人一人の責任有る行動で
はないかと思います。
最後になりましたが、新型コロナウイルスの速やかな終
熄、そして一日も早く平穏な日々が戻る事を祈念致し、挨
拶とさせて頂きます。
宮 司 三 浦 篤

http://www.mikubi.or.jp/
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祭事報告
▼年越大祓
十二月三十日

二月三日

毎年節分に行われ、昨年中に
ご祈祷を受けられた方が、ご神
前に捧げられました金幣串やご
自宅の神棚等に奉られました紅
白串を始め、皆様が祈願奉納さ
れました絵馬や帽子を忌火にて
焚き上げ、諸願成就・厄祓いを
願い斎行される神事で、神職等
により大祓詞が奏上される中、

▼浄火祭
▼左義長
一月十五日
当日は天候も良く、多くの方
がご参列される中、境内に設置
された火炉前にて神事を滞りな
く斎行し、昨年一年間お護り戴
きました御神符や御守り、注連
縄・縁起物などに感謝申し上げ、
忌火にてお焚き上げを致しまし
た。
本年も昨年同様、皆様のご理
解のもと、昼頃には焚き上げを
納めさせて頂きました。

▼元旦祭

氏子区域から選ばれた厄男等が
「何某、心願成就」と唱えなが
ら、絵馬や金幣串を火の中へく
べてゆきました。

毎年二回行われる大祓神事の
後期分にあたります。まずは殿
内にて大祓詞を奏上し、その後
拝殿前にて、皆様の罪・穢が託
されました人形を、忌み火でお
焚き上げ致しました。

一月一日
午前零時、国の隆昌と世界の
恒久平和を願い粛々と斎行致し
ました。

神事終了後には、ご自宅で不
要になったお帽子に感謝の祈り
を捧げ、火炉の中へ投げ入れる
方が多くお見えでしたが、浄火
祭もまた、皆様のご理解のもと、
お昼頃には焚き上げを納めるこ
とが出来ました。

▼祈年祭
二月十六日
祈年祭は、としごひのまつり、
とも言われ、三大祭（他には、
例祭・新嘗祭）の一つとして重
要なお祭りとされ、古来より行
われております。
今年の五穀（米・麦・粟・豆

・稗）豊穣を祈り、あらゆる産
業や工業の発展と皇室・国家の
安泰を願いました。

▼鍬山神社例祭
三月十七日
境内社として本殿の北東に鎮
座し、伊勢神宮の外宮（豊受大
神）をお祀りしております鍬山
神社の例祭を、滞りなく斎行致

しました。
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▼例大祭
四月二日
本年は、新型コロナウイルス
の感染拡大防止の観点から、お
神輿を始め、境内の特設舞台で
の子供たちの打ち囃子や演芸、
また参道脇の出店などは全て中
止し、神事のみお仕えする形と
なりました。

外出自粛中と言う事もあって
か、いつもは朝から賑わう境内
も静まり返り、本当に例大祭当
日なのかと思ってしまうほど閑
散としており、神事が始まる午
後三時も、境内に参拝者の姿は
ありませんでした。

神事は、岐阜県神社庁長をお
迎えし、例年通り滞りなく斎行
されました。
夜に行われる本楽祭は、境内
に掲げた提灯に火を灯し、昨年
の奉納時に録音された打ち囃子
を流す形で行われ、何とも寂し
い例大祭は納められました。
来年は、例年通り賑やかな例
大祭が行われることを祈ります。

ご奉納頂きました

▽令和二年五月、大阪府の円城
寺政代様と海津市の中村とみ子
様よりご寄付を賜り、本殿・拝
殿内に雪洞（置き型一対、柱掛
け型四灯）を新調し、殿内天井
の電気器具をＬＥＤに変更させ
て頂きました。

本来なら、例祭までに整え終
わる予定でしたが、新型コロナ
ウイルスの影響から製作等が遅
れ、五月中の設置となってしま
いました。

これまでは、曇天や雨天時の
殿内は非常に薄暗い状態であり
ましたが、今回のご奉納により、
天候に関係なく明るく清々しい
殿内にて、御祈祷や祭典をお仕
えする事が出来るようになりま
した。

この場を以ちまして、改めて
御礼申し上げます。

〈 置き型雪洞 〉

〈 柱掛け型雪洞 〉

▼南宮神社例祭
五月四日
相殿社として本殿東側に鎮座
し、金山彦命をお祀りする南宮
神社の例祭を斎行致しました。
▼お田植祭
六月十日
境内の神饌田前にて神事を執
り行い、宮司により早苗が植え
付けられました。収穫される稲
は新嘗祭でお供えし、お下がり
としてお頒ちされます。
▼月次祭
毎月一日・二十日

〈 拝殿より撮影 〉

新型コロナウイルスの恐怖が
世界中を震撼させておりますが、
日本書紀の中にも疫病の記録が
記されております。その疫病の
流行が切っ掛けで、後に伊勢の
地に天照大御神をお祀りする事
となった話をご紹介致します。
第十代天皇である崇神天皇五
年、巷で疫病が大流行しました。
当時の人口の凡そ半数が亡くな
り、その翌年には犯罪などが多
発し、世の中が大混乱に陥りま
した。その頃の宮中では、天照
大神と倭大国魂神の二柱の神を
お祀りしておりましたが、いず
れも大きな力を持つ神であった
ため、同所にお祀りするには恐
れ多く、疫病の原因であり国が
乱れる元凶であるとの噂がたち
ました。
そこで崇神天皇は、二柱の神
を別所へ祀ることで疫病を治め
ようと、皇女の豊鍬入姫命と渟
名城入姫命にそれぞれ天照大御
神と倭大国魂神を祀るように命
じました。しかし、渟名城入姫
命はすぐに体調を崩しお祀りす
ることが出来なくなりました。

『日本書紀と疫病』

（８）
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その後も、占いを行い大物主
神をお祀りしたりと手を尽くし
ましたが、疫病が治まることは
有りませんでした。そんな中、
夢の中に現れた大物主神が、私
（大物主神）と倭大国魂神をそ
れぞれ、太田田根子と市磯長尾
市に祀らせよとお告げになり、
早速その通りにしたところ、長
らく続いた疫病を始とする混乱
も収まりました。この時、崇神
天皇七年でした。
時は流れ、垂仁天皇（第十一
代天皇）の時代、天照大御神を
祀る役目が垂仁天皇の皇女であ
る倭姫命へと引き継がれました。
倭姫命は、天照大御神の御心に
かなう、より麗しい場所を求め
旅に出ました。大和国から、伊
賀、近江、美濃、尾張と巡り最
終的に今の伊勢の地に辿り着き
「伊勢の国は常世の国からの波
が幾重にも寄り来る国で、辺境
なれどとても美しい国であり、
ここに鎮座しよう」と定め、そ
こが今の伊勢神宮となりました。
崇神天皇時代の疫病は、一説
では天然痘ではないかとも言わ
れておりますが定かではありま
せん。因みに日本における天然
痘の流行は、七三五年頃に記録

が有り、日本における最後の感
染確認がつい最近の一九五五年
だそうです。また、安政五年に
はコレラが大流行し、凡そ五十
年後の明治三十五年に初めての
予防接種が行われたと聞きます。
コレラで亡くなる方は未だ少な
くは有りませんが、予防・治療
が出来ない病気では無くなって
おります。
医療技術の発達した現代、一
刻も早く新型コロナウイルスの
予防や治療が確立し、その脅威
が薄れる日が来ることを祈るば
かりです。しかし乍、その日が
来るまでは、我々は新型コロナ
ウイルスと上手く共生して行か
なければならないのかも知れま
せん。
今一度、自らの行動を見直し、
移されないよう・移さないよう
気を付けながらの生活を送りま
しょう。

〈その昔、豊作や疫病を予言した妖怪 アマビヱ〉

御首神社ホームページ

神職への質 問Ｑ＆Ａ

問 この前、神社で絵馬を書い
たのですが、その時に居なかっ
た友人の分も代わりに書きまし
た。友人になりすまして絵馬を
書く事は、神様に対し失礼に当
たらないでしょうか。

答 ご友人の意思を託され、代
理で絵馬を書く事は、失礼に当
たる事は無いでしょう。
今後は、ご自身の願いとして
ご友人の心願成就を願うような
書き方や、絵馬を受ける際に神
社の方に確認した上で、絵馬を
持ち帰り、本人が書いたものを
後日納めに参るという方法も考
えてみてはいかがでしょうか。
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夏越大祓のご案内
八月九日、当神社では恒例の
夏越大祓を執り行います。
大祓は、日常生活において知
らず知らず受け犯している罪や
穢れを人形（ひとがた）に託し
祓い清め、心も身体も清々しく、
病にかかることなく、毎日を無
事健康に送れますことを切に願
い、一年に二度（夏越・年越）
執り行われる伝統的な神事です。

【申し込み方法】

今年の夏越大祓は、新型コロ
ナウイルスの感染予防を鑑みま
して、申込方法を変更させて頂
きました。詳しくは左記の申込
み方法を参照下さい。
古来より伝わる大祓に申し込
まれまして、ご本人はもとより
ご家族皆様が心も身体も祓い清
め、この夏を大神さまの広大無
辺のお護りのもとに健康な日々
をお過ごし頂きたく、願う次第
でございます。

山田花子

例年は、お一人毎に人形の
大・昭・平・令 ２年 ４月 ２日生
型紙に記入して頂きますが、
今年は、大きな人形の型紙に、
ご一緒に記入頂くことになり
ました。
●人形の型紙
にご記入の上、
申込み封筒に
入れ、初穂料
（お志）を添えて
社務所にお持ち頂くか、
郵送で申込み下さい。
●型紙・申込み封筒は社務所にも用意してあります。

記
入
例

祭事案内
▼西宮神社例祭
七月十七日
兵庫県西宮市の西宮神社の御
分霊（蛭子命）を御祭神とする
相殿社の例祭です。
蛭子命は、商売繁盛・事業繁
栄等の御神徳がございます。
▼末廣稲荷神社例祭
八月九日
京都の伏見稲荷大社より御分
霊を賜り（宇迦之御魂神）、境
内の東側に御鎮座しております
末廣稲荷神社の例祭です。
▼長寿祈願祭
九月十五日
氏子地域にお住まいの長寿会
の皆様をお招きして、更なるご
健康とご長寿を祈願致します。
▼神明神社例祭
十月十七日
当社の境内社として本殿の北
西に鎮座し、天照大神をお祀り
する神明神社の例祭です。

崇敬会入会のご案内

抜(粋

)

本会は、「古来首より上
の諸病を憂うる者此の社に
願えば霊験あらたか 」
…と
伝わりし御首神社の御神徳
に感謝し、ご家族の諸病平
癒・無病息災・家内安全生
業繁栄並びに子孫繁栄を願
う崇敬者の会として設立さ
れました。
入会を望まれます方は、
社務所までご一報下さい。
早々に案内資料をご用意さ
せて戴きます。

会員の特典

・入会報告祭の実施
・誕生特別祈祷の実施
及び祈祷神符の授与
・主要祭典のご案内
・昇殿参拝

三千円～
五千円～
一万円～
二万円～
三万円～

会員の種類と年会費

個人
家族
特別
法人
名誉

〈お問い合せ先〉
神社社務所まで

〇五八四―九一― 三七〇〇

平成

平成

30 年

29 年
生まれ

生まれ

満年齢
平成

平成

25 年
生まれ

平成

平成

27 年
生まれ

戸時代に五代将軍徳川綱吉が長
男の徳松の成長を願って氏神様
へお参りしたのが、十一月十五
日であったとされ、その後広く
庶民に広がったと言われており
ます。
お祝いの年齢は、古くから数
え歳でありましたが、現在では
満年齢で数えられる方も沢山お
見えです。また、男女関係無く
三歳・五歳・七歳でお参りされ
る方も増えてまいりました。
右に記載の年齢表をご参考の

３歳

28 年
生まれ

５歳

26 年
生まれ

７歳

数え歳

祭事案内
▼七五三
十月～
七五三のお祝いは、平安時代
の頃より公家の間で、三歳から
七歳位にかけて男女の祝いの儀
式が行われて来た事が始まりと
言われております。現在では三
歳・五歳・七歳と言う成長の節
目に神社へ参拝し、これまでの
無事成長を感謝し、これから先
の健やかな成長を願う儀式とし
て行われております。
一般的に七五三のお参りと申
しますと、十一月十五日に行わ
れます。その期日の起源につき
ましては諸説ございますが、江

御首

令和２年 七五三
上、ご都合に合わせてご参拝下
さい。
尚、七五三のご祈祷は十月か
ら年末にかけて随時お仕え致し
ております。
（予約不要）

▼崇敬会大祭
十一月三日
当神社崇敬会会員の皆様の無
病息災・家内安全・生業繁栄・
子孫繁栄を願い行われます。
当日は、県内外より多くの会
員の方が集まり、会員皆様それ
ぞれ交流を深めておられます。
また、ご参列の会員の皆様に
は大祭祈祷神符および記念品が
授与されます。（一家族一体授
与）

▼新嘗祭
十一月二十三日
三大祭の一つとして古来より
大切にされてきた神事で、その
年の五穀豊穣への感謝をし、初
物を神様に食して頂き、併せて
皇室のご安泰、国家の安寧を願
います。
境内の神饌田にて収穫される
御初穂もご神前にお供え致しま
す。尚、この初穂はご祈祷のお
下がりとして授与しております。
▼月次祭

毎月一日・二十日

末廣稲荷神社
参道幟 募集中

末廣稲荷神社参道の幟旗は、
毎年末廣稲荷神社例祭 八(月 と)
お正月に新調します。ご奉納頂
きました幟は、約半年間に亘り
参道に掲げられます。

八月取替予定の幟の申込には
まだ余裕がございますで、奉納
ご希望の方は社務所までお申込
下さい。随時先着順にて受付さ
せて頂きます。
＊幟一対 初穂料 三千円

編集後記

未だ収束の目処が立たない新型コロ
ナウイルスですが、一刻も早く皆様の
安心が得られますよう、当社でも毎朝
御祈願を致しております。

岐 阜 県 大 垣 市 荒尾町 一二八三の一

御首神社社務所

Ｅメール
syamusyo@mikubi.or.jp
ＴＥＬ 〇(五八四 九)一―三七〇〇

http://www.mikubi.or.jp/
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