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た よ し の杜
『 神 社 の役割 ①

宮司

本田孝 裕

さて、時代は変わって令和の御 代に なりま し

ょうか？「神様にお願いごとを する場所」 で

くなりましたが、現在でも神社 は「 祭り」 を

「話し合いの場所」という役割 はほ とんど 無

た。

それとも「心を落ち着かせる 癒

しょうか？
どちらも正解です

しの場所」でしょうか？
が、神社には他にも役割があり ます 。 『地 域
のコミュニティーの場所 』とい う役 割です 。

もともと戦前までは、神社は「 地域 の人々 が
集まり話し合いをする場所」と いう コミュ ニ
ティーの役割を担っていました。今 で言う
公民館的な場所だった訳です。

『社会』という言葉があります が、 社（や し
ろ）で会うと書きます。この社 とは 文字通 り
神社の事で、これが社会という 言葉 の語源 で
大なり小なり神社の祭りがあれ ば、 そこに は

社で会議をする事が禁じられ、 全国 に公民 館

それが戦後、ＧＨＱによる神道 指令 により 神

祭りにより活力を得ます。その 元気 や活力 を

い換え れば神 社の 元気の 素です 。人 々もま た、

いる姿を見て神様はお喜びにな るの です。 言

人や情報の交流があります。人 々が 交流し て

というものが建てられるように なり ました。

す。

しています。

通じて地域のコミュニティーを 担う 役割を 有

皆さんは神社と聞いて何をイメ ージ するで し

ー 神 社 の 元 気は 町の 元気 ー 』
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基にして祭りが活発になるほど、さ らに交 流

が増えます。たくさんの交流は 、人 々の心 の

繋がりを強くします。人々の繋 がり が強く な

れば、それがやがて地域全体の 元気 に繋が っ

ていきます。神社の祭りを基本 にし て町が 活

地域の活性化は

性化していく・・・これが神社 の御 利益な の
です。

『神社の元気は町の元気！

神社から！ 』この言葉を支えに全国 の神主 さ

んは それぞれの神社で頑張ってい ます。 神社

を地域の繋がりや活性化に利用 して 頂ける の

なら、神職としてこれ以上の喜びは ありま せ
ん。

今年も十月に久山年神社の例大 祭（ 久山く ん

ち）が行われます。どうぞ当社 のお 祭りに も

たくさんの方にお越し頂けたら と存 じます 。
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久山年神社例大祭（久山くんち）
日時
場所

10月6日（日）午前9時～
久山年神社 境内
【プログラム】
午前9:00～ 例大祭神事
午前10:00～ 開式
・子供書道展表彰式
・くやまえん園児
「こども龍踊り」

その技は「中国の第一級 国家機密」と言われる変面！
演舞は なかなか見られません。ぜひお越し下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・陸上自衛隊 竹松部隊
「竹松ホーク太鼓」
・中国伝統芸能
「変面」 演舞
「 久山町子ども会」
「久山町婦人会」
「与支の会」
など出演多数！

・奉納こども相撲大会
・ラッキー抽選会
・紅白餅まき
駐車場はありますが、数に限りがありますので、
出来るだけ乗り合わせてお越し下さい。

お問い合わせは
久山くんち実行委員会
（久山公民館内 電話 0957-26-1206）
または 久山年神社まで

出店もあるョ♪
やきとり・やきそば
フランクフルト
おにぎり・ラスク
ジュース・缶ビール
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今年も秋の
ライトアップ
実施します！
昨年から始めました秋のライ トア ップを 、

すごく綺麗で

今年も実施します。秋の夜長 は神 社まで
お散歩してみませんか？
インスタ映え間違いなしです ！
〈 期 間〉十一月一日～
十 一月末日まで（予定）

【田祈祷祭 恙なく終了】

六月十六日に、今年の田祈祷を 恙な く
斎行致しました。

本年は、観測史上いちばん遅い 梅雨 入

りとのことで水不足が懸念され まし た

が、直後にまとまった雨も降り 、稲 も

すくすくと成長しているようで す。
秋の豊作を祈念しております。

紅葉の色付き具合や散り具合 により 期
※

総合学習の施設見学で来社され まし た。

七月一日に真津山小三年生の皆 さん が、

【施設見学で来社されました】

間が前後する場合があります 。

「久山年神社はいつ出来たんで すか ？」

〈 時 間〉日没～午後十一時まで

詳しくは神社へお尋ねくださ い。

「どんな神様が祀られているん です か？」

「神社の仕事で大変な事は何で すか ？」

など、可愛らしい素朴な質問に ホワ イト

ボードを使いながらお答えしま した 。

来社記念として、ポケットティ ッシ ュや

学業成就えんぴつをお土産にお 渡し しま
した。

即位礼と大嘗祭
改元に伴う諸行事として十月二 十二 日に即 位礼 が、十 一月 十四日
～十五日に一代に一度の大嘗祭 が執 り行わ れま す。い ずれ の行事
も日本 国最大 の慶 事です 。当日 は国 旗を掲 げて お祝い しま しょう 。

【七五三詣は久山年神社へ】
十一月十五日は七五三です。い つの 時
代も子供の健やかな成長を願う 親の 気
持ちは変わらないものです。

当社でも七五三のご祈願を受け 付け て
おります。どうぞ地域の子供の 七五 三
は地域の氏神様へお越しくださ い。

平成の大嘗祭の様子

【御奉納御礼】

今年三月に、久山町の（有）祐 野工 務店 様 と 坂口泰行

様より大幟を御奉納して頂きま した 。祐野 工務 店 様か

らは天 皇陛下 （現 上皇 陛下 ）御即 位三十 年記 念とし て、

坂口 様から はご 自身の 古稀 を記念 しての 御奉 納でし た。

から、おそらく数十年前までは 、この 石柱 の

した。石柱の上に ×型の溝が彫 られて いる事

三の鳥居前の石柱に木製の灯籠 を新設 致し ま

ここに 改めて 厚く 御礼申 し上げ 、御 報告さ せて 頂きま す。

編集
後記

上に木製の灯籠があったと考え られま す。 長

い年月で朽ち落ち、石柱のみが残っ た状態 でし た。復 元し て

夜間は自動的に点灯する常夜灯 に致 しまし た。

境内に置いている椅子（ベンチ）を 増やし まし た。通 常は 境

内での休憩用として使用し、秋 祭り の時な どは 催し物 を見 る

ための 椅子と して 使用し ていま した が、昨 年の 例大祭 の際 に、

数が少なく座れない人が多かっ たた めです。ど うぞご 活用 く
ださい。

今後も少しずつ社頭の整備を進 めて 参りま す。

ツイッター

久山年神社

平成の即位礼の様子
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