御首神社社務所
発行

当社における
新型コロナウイルス対策

昨年より拡まった新型コロナウイルスは、未だ世界中で
猛威を振るっており、当社でも様々な感染予防対策を行っ
て参りました。
【昨年の対策例】
▼神事・行事等における対策
・例大祭や大祓神事等の縮小齋行
・崇敬会研修旅行や子供夏祭り等の中止
▼境内における対策
・手水舎の柄杓撤去（流水にて手を清めます）
・拝殿前の鈴緒や御神酒、おみくじ筒の撤去
・境内に対策呼び掛け看板設置
・社務所入り口にアルコール消毒の設置
▼室内における対策
・社務所受付への飛沫防止パネルの設置
・控室や拝殿の換気や密集対策（早めのご祈祷案内）
・ご祈祷終了時の御神酒授与の中止
・職員等のマスク着用
・御朱印の書置き対応
そして本年も、境内・室内に於いては昨年同様の対策を
継続しており、四月の例大祭は昨年以上に縮小して行い、
また夏越大祓は昨年と同じ方法にて齋行する予定です。そ
の他諸行事につきましても、皆様の健康と安全を考慮しな
がら随時対応致す予定でございます。
皆様にはご不便・ご迷惑をお掛けする事も有るかと存じ
ますが、何卒ご理解ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

http://www.mikubi.or.jp/
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祭事報告
▼年越大祓
十二月三十日
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、忌火にてお
焚き上げ致しました。
コロナ禍の為、昨年の夏越大
祓と同様の申込み方法を取り、
感染拡大防止に努めさせて頂き
ました。

▼左義長
▼元旦祭
一月十五日
一月一日
当日は天候も良く、穏やかな
日差しの中で、無事に齋行され
ました。
境内に設置された火炉前にて
神事を行い、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。
氏子の皆様のご協力のもと、
注連縄や縁起物などの分別作業
も順調に進み、又参拝者の方々
のご理解もあり、本年も昨年同
様に、昼頃には焚き上げを納め
させて頂きました。
午前零時、国の隆昌と世界の
恒久平和を願い粛々と齋行致し
ました。
毎年、元旦祭の始まりと共に、
初詣で賑わう参拝者の声と、鈴
緒を振って鳴らされる鈴の音で
賑やかな新年を迎えるのですが、

浄火祭もまた、氏子の皆様を
始め、ご参拝の皆様のご理解の
もと、お昼頃には焚き上げを納
めることが出来ました。

二月三日
皆様の諸願成就・厄祓いを願
い齋行される神事で、昨年一年
間に亘り、ご祈祷を受けられた
方々が奉納された金幣串やご自
宅の神棚等に奉られました紅白
串を始め、ご参拝の皆様が祈願
奉納されました絵馬や帽子を忌
火にて焚き上げました。
神事では、神職等が大祓詞を
奏上する中、氏子区域から選ば
れた五名の厄男（今年厄年にあ
たる男性）が、「何某、心願成
就」と唱え、絵馬や金幣串を火
の中へくべてゆきました。
本年は、密を避けるべく皆様
へのご案内は控えさせて頂きま
したが、こちらが思っていたよ
り多くの方が参拝され、神事終
了後には、各自お持ち頂いた帽
子を火炉の中へ投げ入れ、感謝
の祈りを捧げておられました。

▼浄火祭

本年は外出自粛や分散型の参拝
により参拝者も少なく、また鈴
緒も撤去しておりましたので、
静かな新年を迎えました。
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▼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、例祭・新嘗祭
と並ぶ三大祭の一つとして重要
なお祭りとされてきました。
今年の五穀豊穣を祈り、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。
▼東日本大震災復興祈願祭
三月十日
東日本大震災発生から十年の
節目の年に、神社本庁より全国
の神社へ神事齋行の通達があり、
当社と致しましても、お亡くな
りになられた方々の御霊鎮めと
共に、更なる復興を願いお仕え
申し上げました。
▼鍬山神社例祭
三月十七日
豊受大神（伊勢神宮の外宮）
をお祀りし、境内社として本殿
の北東に鎮座しております鍬山
神社の例祭を、滞りなく齋行致
しました。

▼例大祭
四月二日
本年も、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、
また参道脇の露店などは全て中
止し、神事のみお仕えする次第
となりました。
神事もまた、献幣使や楽人・
助勤神職等も参列をご遠慮頂き、
神事も献饌・撤饌での御供え授
受を無くすなど密を避ける対応
を取り、齋行致しました。

夜に行われる試楽祭・本楽祭
は、昨年同様に録音された打ち
囃子を流す事で奉納の代わりと
致しました。
来年こそは、例年通り賑やか
な例大祭が行われることを祈る
ばかりです。
▼南宮神社例祭

五月四日

金山彦命をお祀りし、相殿社
として本殿東側に鎮座しており
ます南宮神社の例祭を齋行致し
ました。

▼お田植祭
六月十日
境内の神饌田前にて滞りなく
神事を執り行いました。例年は
当社宮司により早苗が植え付け
られるのですが、本年は諸事情
が重なり、職員が田植えをさせ
て頂きました。
尚、この神饌田で収穫される
稲穂は今年十一月の新嘗祭にお
供えし、その後はお下がりとし
てお頒ちされます。

▼月次祭

毎月一日・二十日
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※上記以外にも日々の状況変化に応じて追加措置を行う場合がございますので、
ご理解ご協力をお願い致します。
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夏越大祓のご案内

今年の夏越大祓は、新型コロ
ナウイルスの感染予防の観点か
ら、昨年同様の申込み方法を取
らせて頂きます。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
大・昭・平・令 ２年 ４月 ２日生

八月八日、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】
今年も、大きな人形の型紙
に、ご家族皆様のお名前をご
ご記入して下さい。
●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
八月八日
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

祭事案内
▼七五三
十月～
七五三の御祈祷は、三歳・五
歳・七歳と言う成長の節目に神
社に参拝し、これまでの無事成
長を感謝し、これから先の健や
かな成長を願うものです。
その昔、男児女児共に髪を剃
る習慣があったとされ、三歳に
なると髪を伸ばし始める歳と定
め、三歳の七五三を「髪置きの
儀」と呼びます。
また、五歳では男の子が袴を
履き始める歳として、五歳の七
五三を「袴着の義」と言いま
す。

御首

31 年

30 年
生まれ

生まれ

３歳

29 年

28 年
生まれ

生まれ

平成

平成

５歳

27 年

26 年
生まれ

生まれ

平成

平成

７ 歳

数え歳

満年齢
平成

平成

そして、七歳は女の子が子供
用の帯から大人の帯を締め始め
る歳になるため、七歳の七五三
を「帯解きの儀」と呼ぶように
なったと伝わっております。
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。又、男女共に三歳・
五歳・七歳でお参りされる方も
増えてまいりました。
右記に記載の年齢表をご参考
の上、ご都合に合わせてご参拝

令和３年 七五三
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。
通常は会員の皆様に参列のご
案内を送りするのですが、昨年
は新型コロナウイルスの関係で
残念ながら神事のみ行いまし
た。 本年も、感染状況の様子
を見ながら検討させて頂く予定
です。
▼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

今号のみくびだよりの「宮司挨拶」
は、諸般の事由により割愛させて頂き
ました。

syamusyo@mikubi.or.jp
〇(五八四 九)一―三七〇〇

御首神社社務所

岐阜県大垣市荒尾町一二八三の一

Ｅメール

ＴＥＬ

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