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釜鳴神事のご案内 一(月十五日午前十一時

ご
※参列の方は三千円程度の初穂料を
お納め下さい︒祭儀後には直会があ
りますので︑併せてご参加下さい︒
祭儀所要は通常一時間程度です︒
五月十五日も同様に行いますので︑
こちらへもどうぞご参拝下さい︒

話
性
別
年
齢

)

当社では釜鳴神事 か(まなりしんじ と)いう特殊神事が︑古来よ
り連綿と歴代宮司に伝わっております︒当社における由来は不
明ですが︑起源は岡山県吉備津神社と思われ︑神事の発祥は鎌
倉時代以前と考えられております︒
どなたでも参列できますが︑厳粛な祭儀ですので途中退席等は
お断り致します︒また︑写真撮影・録音等はご遠慮頂いており
ますのでご了承下さい︒ご参列の方は︑前日迄にお電話下さい
ます様お願い致します︒

電

節分祭のご案内

)
住

◆平成二十八年二月三日 水( 午
) 後四時 祭儀開式
豆
※まき行事は四時半過ぎから始まります
◎福豆の他にも︑お餅お菓子や景品券等も撒きますのでお楽しみに！
︻年男年女〜豆まき奉仕者募集〜︼
豆まきをご奉仕される方を募集致します︒年男年女に係わらず︑ど
なたでもお申込頂けますので︑ご家族やお仲間同士でご参加下さい︒

名
ふ(りかな

夏のお祭でおなじみ「芝浦キャナルカフェ」
が、引き続きお正月三が日に境内に出店します。
温かい飲み物や軽食をご提供します。机・椅子
のご用意を致しますので、ご参拝の後は境内で
ゆっくりとお過ごし下さい。

氏

・申込み 左
…記申込書にご記入頂き︑ＦＡＸ又は郵送でお送り下さい
・〆切日 一
…月二十五日迄にお願い致します
・奉仕料 七
…千円
・記念品 厄
…除御神札・破魔矢・絵馬・福豆
福桝 一(升 木･製 ・)御神酒一升・干支置物
一陽来復お守・赤飯弁当 他
・集 合 午
…後三時半までに神社社務所へお越し下さい
・服 装 自
…由
昇
※殿致しますので︑不敬にならない服装で願います
服の上に裃 か(みしも を)着用して頂きます

お正月も「芝浦キャナルカフェ」登場します

〜伊豆大島土砂災害復興祈願
吉谷神社・岡田八幡神社参拝の旅〜
恒例の神社参拝旅行は、去る6月13
〜14日の日程で伊豆大島へ参りました。
平成25年の台風26号による大雨で大規
模な土砂災害が発生し、犠牲者が多数
に上る甚大な被害を被りました。今回
この災害復興への一助となるべく、祭
典委員長の野口様のご親戚もおられる
伊豆大島への参拝旅行となりました。
初日は竹芝ふ頭からジェット船で大
島に参りました。島は緑が大変濃く、
都心から２時間足らずでこのような大自然に触れられるこ
とに驚きました。吉谷神社・岡田八幡神社ともに、境内は
ジャングルの様相の木々に囲まれ、昼なお暗い荘厳な雰囲
気の佇まいの中を参拝致しました。
昼食後、山肌の地すべり跡を遠くに望む献花台にて、犠
牲者の御霊の安らかなることを祈りました。土砂の流れた
痕跡はその被害の凄まじさを実感させられました。その後、
三原山展望台で雄大な景色に感嘆し、宿では温泉と椿油の
フォンデュの夕食を楽しみました。
２日目は火山博物館で三原火山を学び、椿ガーデンで太
鼓の歓待を受けて
色とりどりのあじ
さいを拝見しまし
た。
その後ジェット
船で熱海に移動し
て昼食を頂き、起
雲閣を拝観し新幹
線で帰京しました。

当社の氏子域は、上記地図の囲み線の内側です。三田･高輪の一部で境界が入
り組んでいる地域がありますので、詳細は当社へご確認下さい。
◎お問合せ・祭儀のお申込みは社務所へ◎
℡(３４５１)４６８７ FAX(３４５１) １９２８
(お電話は午前9時〜午後5時の間にお願い致します)
◆JR田町駅､地下鉄浅草線･三田線三田駅 各徒歩８分
◆地下鉄浅草線泉岳寺駅徒歩５分
http://www.mitahachiman.net/

