
発行日 発行  松澤熊野神社
令和２年 宮　司 上代 光正

５月３１日 崇敬会長 宮澤 芳雄
氏子総代長 塚本 清司

第13号 事務会計 塚本 一政
松澤　熊野神社の神事や行事、歴史などを紹介します

◎　お焚き上げ

お焚き上げ
◎　１月１日（水）お目覚祭・鎮火祭

 １２月３１日（火）午後１０時から神社境
内において、宮本区長及び区議会議員の御協
力をいただき、氏子皆様から事前に納めてい
ただきました古い神札やしめ縄等を氏子の皆
様に変りまして、１年間のお礼、新しい年が
平穏で良い年を迎えることができますようお
祈りしお焚き上げをさせていただきました。

鎮火祭お目覚め祭

　元日の朝、宮本区長、区会議員
の初詣の後、午前８時から責任役
員、総代、宮本神社役員、宮本区
長、宮本区議会議員が参列して、
上代宮司によるお目覚祭、鎮火祭
が執り行われました。
　鎮火祭は、境内の庭上におい
て、火のついた稲束を載せた三方
を区長代理者が持ち、区長が神刀
で一振りのもとに火を断ち切って
火を消し、氏子の皆さんに火災等
災難が及ばないよう祈願するお祭
です。

（次頁に続く）

松澤 熊野神社だより
ホームページ「松沢熊野神社」（千葉県旭市に御鎮座します松沢の熊野神社）をご覧ください

◎　大祓祭
　1２月３０日（月）午前１１時から来賓、責任役員、氏子総代等神社役員が参列して上代宮司
による大祓祭が執り行われました。
　大祓祭は、心身を浄めて、晴れやかに新年を迎えるためのお祭です。
当社では、氏子の皆様を代表して、責任役員、氏子総代等神社役員を通し、氏子の皆様方の心身
を祓い、地域の安寧を願って大祓祭を執り行っております。

大祓祭 四方払い

◎　千葉県神社総代会香取支部役員会
　１２月２５日（水）午前１１時から香取神宮社務所にて千葉県神社総代会香取支部役員会が開
催されました。当神社からは塚本総代長が出席しました。
役員会は山本会長挨拶,国友支部長挨拶があり協議事項として２月１１日の建国記念の日（紀元
節）奉祝大会の式典予定が協議されました。その他事項として千葉県神社大会が今年は香取支部
の主催により５月２９日（金）会場が成田ビューホテルで開催される事が発表されました。
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年男の皆様

　２月３日（月）午後１時３０分から節分祭が、
招待者、年男、旧縁故者、神社役員が参列して
上代宮司により節分祭が執り行われました。
　豆まきでは、赤鬼、青鬼が現れると、参列者
による豆まきが始まり、回廊から参拝客に福銭
や福豆、お菓子などがまかれ、参拝客は、我先
にと拾っておりました。
　その後、社殿前庭上において、招待客代表、
年男代表、旧縁故者代表により東西南北に矢を
放って安全を祈願する追儺式が行われ、節分祭は
終了しました。

節分祭追儺式 塚本神官・伊藤議長・明智旭市長・上代宮司

（次頁に続く）

奉祝大会

◎　節分祭

◎　建国記念の日（紀元節）奉祝大会

　２月１１日（月）千葉県神社総代会香取支部主催による令
和２年建国記念の日（紀元節）奉祝大会が午前１０時から香
取神宮神前において祭典が行われた後、香取神宮神徳館で記
念式典並びに記念講演が行われました。
　当社からは、千葉県神社総代会香取支部の理事である塚本
氏子総代長が出席しました。
　開式の後、国歌斉唱、主催者式辞、来賓祝辞で当社宮司で
千葉県神社庁副庁長の上代光正氏の祝辞があり、内閣総理大
臣安倍晋三宛ての建国記念の日奉祝大会決議文を決議、紀元
節の奉祝歌を全員で斉唱、聖寿の万歳の後、皇室ジャーナリ
スト　高清水有子先生による平成から令和へ世界に誇る私た
ちの皇室と題した記念公演があり、閉会いたしました。

豆まき風景

2



奉射祭供物

（次頁に続く）

◎　祈年祭

手水の儀 祈年祭祭典

　２月１１日（月）午前１１時から熊野神社拝殿で松沢区民が参列
して令和２年の奉射祭が開催されました。今年の当番は、西組で、
早朝から農耕、衣食住等の神様である「豊受大御神」を、神前の三
方に、米、松､竹、梅、鶴、亀を、その前にゆでたごぼう、煮付け
た里芋、ところの根、煎った籾、ゆでたせり、海藻、とうがらしご
ぼうを入れたお重、参列者全員分のとうがらしごぼうを準備してい
ただきました。
　奉射祭は、消防班長の司会進行により、豊受大御神の前に、熊野
神社役員、現区長・代理者、新区長・代理者、当番組代表、次期当
番代表が順次、神前に出て、御神酒の接待を受け、区民は、御神酒
をいただき、謡を謡う人も、東、西に変り、謡の千秋楽には、次期
当番２名が最終小節の太鼓に合わせて、飾られた三方を中殿へ運
び、全員で拍手して、めでたく奉射祭を終了いたしました。

奉射祭

　２月１７日（月）は、全
国の大きい神社では、祈年
祭が行われます。
　祈年祭は、農業が主産業
である当地域にとって重要
なお祭で、年の初めに当
たって、年穀（米を中心と
した農産物全般）の豊穣を
祈るとともに国家安泰と地
域の発展を祈願するもので
す。
当社では、午後１時30分か
ら神社役員、責任役員、氏
子総代等が参列し、上代宮
司により執り行われまし
た。

◎　奉射祭
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神社側道倒木整理（重機提供吉原重機様）

◎　神社側道の倒木処理

（次頁に続く）

大御饌祭祭典

※当社氏子区域でも諸徳寺区脇鷹神社、入野区天照皇神社、米込区天照皇神社で台風15号被害
がありました。

　４月４日（土）前
年の台風１５号によ
り被害により御手洗
への神社側道の倒木
を搬出の可能な大き
さに裁断をし、道路
の通行に不便の無い
ように片付けを実施
し今後の後片付けを
容易に出来るように
しました。

　３月２１日（春分の日）、本日は本来であ
れば,お神楽祭が開催され盛大にお神楽や華
やかな御稚児の舞が奉納される予定でありま
したが,新型コロナウイルスの感染拡大防止
のため,お神楽祭が中止となり大御饌祭のみ
執行されました。

駐車場の整備

　２月２１日（金）　熊野神社の駐車場が整備されました。このたび宮負富美夫氏より神社入口
の土地が駐車場用地として使用することの了解があり阿部建設㈱様より砂利の寄付、来栖勇様よ
りトラック、㈱祐伸建設様より重機、吉原重機様より重機の持ち込み奉仕作業により駐車場が整
備されました。神社行事の際に駐車スペースの不足がありましたが駐車場の整備により改善がさ
れるものと思われます。
（神社大鳥居の加工作業場所として使用）

◎　駐車場の整理

◎　大御饌祭（御神楽祭）
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◎　千葉県神社総代会香取支部役員会・評議委員会

　５月１３日（水）午前１１時より香取神宮社務所にて香取支部役員会・評議会が行われまし
た。当社から塚本総代長が出席し山本会長挨拶にはじまり香取神宮宮司　香取宮司挨拶、神社庁
香取支部　國友支部長挨拶と続き令和元年度決算、監査報告、役員改選があり塚本総代長が総代
会香取支部副会長に再任されました。最後に今回、新型コロナウイルス感染症の拡大により令和
２年千葉県神社関係者大会の中止が報告されました。尚、当日の神社庁・総代会表彰につきまし
ては延期となり別の機会にて表彰を行う予定となっております。

◎　お田植祭（祈願祭）

　４月５日（日）本日は新型コロナウイルス
の感染拡大防止により祈願祭のみ宮本区役員
と責任役員の最少人数にて執行しました。
本来であれば祈願祭後、お田植祭により天狗
（露払い）を先頭に鳥居先から本殿まで行列
を組み、宮本区主婦会による古来から伝わる
歌や締め太鼓に合わせて、木製の鍬や万鍬を
持っての田おこしや榎木の枝を苗に見立てて
の田植えの所作をしながら本殿へ、最後に境
内で輪になって、手踊りを披露するする予定
でした。

   令和２年５月１７日（日）午前１０時か
ら新帝陛下御即位記念大鳥居建て替え起工式
が行われました。新型コロナウイルスの感染
拡大予防のため最少の人員で行われ、手水舎
前にて、お浄めを行い大鳥居まえに集合し上
代宮司により祝詞奏上、起工の儀、切麻散米
の儀と続き参加者により玉串の奉奠が行われ
ました。
尚、当日、大鳥居建替え奉賛会が設立され宮
澤崇敬会長が奉賛会会長に就任しました。

祈願祭祭典

大鳥居建て替え起工式祭典 （次頁に続く）

◎　新帝陛下御即位記念大鳥居建て替え起工式
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　　令和２年度の神社役員が下記のとおり決定しましたので、お知らせします。
　　よろしくお願いします。

役職名 地　区 氏　名 役職名 地　区 氏　名

崇敬会長 宮澤　芳雄 責任役員 諸徳寺 菅谷　順司
責任役員 入野 宮穂　好一

宮　司 上代　光正 責任役員 米込 杉崎　弘
神　官 松沢区 宮負　克己 責任役員 南堀之内 菅谷　芳雄
神　官 松沢区 塚本　　隆 責任役員 長部 髙木　安豊

左　京 松沢区 宮負　康博 氏子総代 中１区 小久保貫司
右　京 松沢区 越川　壽一 氏子総代 中２区 菅谷　　功

氏子総代 中３区 堀江　　勝
顧　問 松沢区 宮負　清一 氏子総代 中４区上 宇井　和則
氏子総代長 松沢区 塚本　清司 氏子総代 中４区下 宮嵜　　務
事務会計 松沢区 塚本　一政 氏子総代 中５区 木内　喜之

氏子総代 中６区 杉﨑　晃一
宮本区長 松沢区 宮負　一博 氏子総代 中７区 杉﨑　　稔
代理者 松沢区 菅谷　寿和 氏子総代 中８区 菅谷　広勝

氏子総代 中10区 髙木　正秀

氏子総代 中11区 宮﨑　秀夫

尚、新しい大鳥居は６月に完成しますが奉祝会は10月の例大祭の予定でございます。

○　大鳥居の建て替えについて

◎　お知らせ

○　令和２年度松澤熊野神社の役員について

令和２年度松澤熊野神社役員名簿   　　　　　　　　　　　 令和２年4月1日現在

○　宮澤新崇敬会長就任について

　平成元年4月に永年わたり崇敬会長を
務めて戴きました菅谷喜作氏が崇敬会
長を退任し平成２年４月に宮澤芳雄氏
が崇敬会長に御就任戴きました。

（敬称略）

宮負神官　上代宮司　新宮澤崇敬会長
越川前総代長　塚本総代長

　当社の大鳥居は平成１１年に建て替えしてから約２１年が経過し老朽化が著しく建て替えが必
要な時期となっておりました。そこに松沢区宮負富美夫氏から大鳥居の用材奉納の申し出があり
ました。今年の２月３日節分の折、出席神社役員に大鳥居建て替えの件を諮り了承を得ました。
その後用材を点検し一部に問題があった為、新たに越川壽一氏から不足分の用材の奉納があり大
鳥居の建て替え工事が始まりました。

（次頁に続く）
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奉賛会会長  宮澤芳雄

奉賛会副会長 塚本清司 奉賛会役員 4区上氏子総代 宇井和則

奉賛会責任役員 菅谷順司 奉賛会役員 4区下氏子総代 宮嵜　務

　　　〃 宮穂好一 奉賛会役員 5区氏子総代 木内喜之

　　　〃 杉崎　弘 奉賛会役員 6区氏子総代 杉﨑晃一

　　　〃 菅谷芳雄 奉賛会役員 7区氏子総代 杉﨑　稔

　　　〃 髙木安豊 奉賛会役員 8区氏子総代 菅谷広勝

奉賛会役員 小久保貫二 奉賛会役員 10区氏子総代 髙木正秀

　　　〃 菅谷　功 奉賛会役員 11区氏子総代 宮﨑秀夫

　　　〃 堀江　勝 奉賛会役員 松沢区区長 宮負一博

見晴らし処から遊歩道への階段 見晴らし処への小道

◎　松澤熊野神社の見どころ

　大鳥居の用材の奉納がありましたが大工工事、基礎工事等の費用が掛かるため、今回一口
2,000円以上にて奉賛金をお願いするものであります。

　尚、奉賛金につきましては9月に神札の頒布と合わせて各区氏子総代が訪問致しますので、ご
協力をお願い申し上げます。

○　大鳥居建て替えの浄財について

○　奉賛会役員名簿

3区氏子総代

1区氏子総代

2区氏子総代

崇敬会長

氏子総代長

責任役員

責任役員

　当社右奥農村公園の奥に歩いて行くと、県東総
運動場を正面に見渡せる場所があります。
　この場所は、熊野神社役員及び松沢区議会議
員、区民有志の方々がボランティアで協力して山
林の樹木を伐採したものです。
　目の前に、東総運動場、干潟八万石の水田や遠
くは刑部岬が見える風光明媚な場所です。
　近くには、遊歩道もあり、散策に適しています
ので、ご利用してみてはいかがでしょうか。

責任役員

責任役員

責任役員

見晴らし処からの風景
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