旧大聖寺藩藩祭

天神講の夏越の祓する人は
千歳の命延ぶといふなり
令和元年

7月24日 水・25日 木・26日 金
夏越の祓

疫神塚神事

湯ノ花神事

夏越の祓

12月31日を年越というのに対して、
夏から秋へと季節が変わる6月30日
（本来は旧暦の6月30日）を夏越と言う。
古くから日本では半年が終わるとい
う節目に、日頃の穢れを取り除く夏越
の祓の行事が各地で行われてきた。す
でに天武天皇の時代から六月晦の日に、
内裏朱雀門に天皇以下百官が集まり、
茅の輪をくぐって邪気を払ったとされ
ている。

第２日祭

疫神塚神事

真菰で作った籠のような塚に
罪、穢れ、災難や厄などを封じ
込める。古代の人は、疫病が生
ずるのは「疫神」の仕業と考え
ていたようだ。このため、古く
から「疫神祭」が行われてきた。

第３日祭

夏祭りに込められた
日本人の祈りと智恵を
感じ取る敷地天神講︒

敷地天神講は︑創祀以来 千四百
年余り続き︑江戸時代には大聖寺藩
の藩祭として藩主はじめ江沼の地に
住む住民全てがお参りしたと言われ
ている菅生石部神社の夏祭り︒
七月二十四日から三日間続く特殊
神事︵国家神道化されていない神社
固有の古伝祭祀︶は全国的にも大変
珍しく︑人々の病気︑罪︑穢れ︑災
難︑厄などを祓うことで元の姿へと
戻し︑あわせて︑人々の安全︑幸福
と五穀豊穣を祈願する︒
紙垂などの神社で使う主な紙はこ
のときから十二月まで黄色に変わる
のは全国的にも非常に珍しく興味深
い︒黄色は神聖な色で魔除けの意味
合いがあるという︒
昭和の大戦までは︑東は小松のお
旅︵おたびまつり︶︑西は敷地の天
神講とよばれ大変多くの人で賑わい
をみせた︒往時は︑神社前から永町
を通り︑今の久藤病院先の信号を右
に曲がり︑弓町まで露店が道路の両
側に立ち並び︑神社境内やその周辺
ではサーカス︑芝居︑映画︑相撲︑
駅伝などが行われていたそうだ︒
第１日祭

湯の花神事

釜に湯を沸かし、神霊がよるという
聖なる湯をもって清めることで罪、穢
れ、災難や厄などを祓い清め、健康と
五穀豊穣を祈る。水によって心身を清
め、罪穢れを洗い流して川を通じて海
の彼方に祓いやることは、日本の様々
な風習に見ることができる。湯はその
水をこれも清めの要素である火で熱し
たものであるから、より祓いの力が強
いのかもしれない。

この３日間に、人の形をした紙に自らの罪、穢れ、災難や厄などを込めて納め
ていただきますとお祓いをします。境内案内所にて受付をしております。

令和元年度天神講

24 日（水） 舞殿
Ⓡ

〒922-8686 加賀市熊坂町イ197番地
TEL：0761-72-1234 FAX：0761-72-6458
URL：http://www.did-daido.co.jp/

「伝える」「運ぶ」をカタチに

10:00
12:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

中学生・小学生の

あすなろ学習塾
加賀市大聖寺春日町ヌ1の2

TEL

72-7679

「さあ、笑顔の産地へ」

加賀農業協同組合
代表理事組合長 中村 眞
加賀市作見町ホ10番地1
0761-73-1313 (代)

境内・その他
10:50〜

10:00

茅の輪神事（一般参加可）

※配布：24 日 13:00 より
先着 200 名様に
※対象：小学 6 年生までの
子ども
15:00〜

子どもビンゴ大会

17:00〜

蝶の舞

18:00〜

アコースティックギターライブ

19:00〜

奉納 謡（錦城能楽会）

25 日（木） 舞殿
10:00〜

DK（デジタル掛軸）

境内・その他

疫神塚神事（拝殿）

11:00
12:00

夏越のふるまい餅

13:00

手打ちそば

14:00

バルーンショー

（バルーンの文ちゃん）

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

株式会社 北出木材工業

※プログラムの内容は変更する場合があります。

夏越の祓（拝殿）

11:00

15:00

大聖寺教室開校

10:00〜

神事・催し物

17:00〜 伝統芸能祭

【出演者】蝶の舞保存会、黒崎土ねリ節保存会、
山中温泉芸妓連、講話（竹田真砂子）
塩屋町シャシャムシャ踊り保存会
動橋民謡保存会、北潟民謡保存会、
山代倶楽部

20:00〜 狂言ワークショップ

26 日（金） 舞殿
10:00

10:00〜

17:00〜19:00

呈茶席

（古儀茶道藪内流大聖寺教室）

DK（デジタル掛軸）
境内・その他

湯の花神事（拝殿）

11:00
12:00
13:00

株式会社

加賀土石建設
KAGA DOSEKI KENSETSU CO.,LTD.

■事務所/石川県加賀市大聖寺上福田町に55-4
TEL（0761）73-2005(代)
FAX（0761）73-4158

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

16:00〜

吹奏楽(大実・加賀高校)・太鼓演奏 (加賀高校)

17:00〜

蝶の舞

18:00〜

寒雲歌謡ショー

19:00〜

模擬店出店予定

抽選会

豪華景品多数！

※抽選時に会場にお越しでない場
合は無効となります。

からあげ、フライドポテト、かき氷、やきそば、焼き鳥、
生ビール、ジュース、似顔絵、こども向け各種ゲームなど。

25日 梅田菓子舗 26日 栢野大杉茶屋出店

彦野 敏之
加賀市大聖寺上福田町か 146-1

総 合 建 設 業

株式
会社

向出組

石川県加賀市下河崎町ヘ18番地
TEL（0761）73-1555（代）

平床町町内会
空調・給排水衛生設備工事

株式会社

第一設備商会

代表取締役社長

樋

口

泰

啓

〒922-0011 加賀市大聖寺敷地ト１７番地の２
FAX ７３−２３９７
TEL ７３−０３９７㈹

加賀料理
石川県加賀市大聖寺東町 4 丁目 11 番地
電 話：0761・73・0141
ＦＡＸ：0761・73・2724

石川県漁業協同組合 加賀支所
支所運営委員長

橋本勝寿

〒922-0553 石川県加賀市小塩町コ-181番地
TEL.0761-75-1111 FAX.0761-75-1113

LOUNGE

株式会社あめや
代表取締役

酒谷 昇孝

〒922-0242 石川県加賀市山代温泉ヨ27
TEL：0761-76-1170
FAX：0761-76-3971

〒922-0035
石川県加賀市大聖寺鉄砲町24-2
電 話：0 7 6 1 - 7 2 - 2 8 6 4

TAKADA
株式会社 髙 田 鉄 工

〒922-0821
石川県加賀市南郷町ワの 109 の 3
TEL（0761）7 2 - 2 7 6 6
FAX（0761）7 3 - 4 4 1 6

石川県加賀市淀町タ13-20
TEL 0761-76-1200
一般貨物自動車運送事業北信交 55 号
産業廃棄物収集運搬業

㈲米田建材運輸
〒922-0011
石川県加賀市大聖寺敷地ソ甲 2-4 番地
TEL 0761-72-2432
FAX 0761-72-2492

スズキショップ加賀中央

株式会社 ベン企画建設

創業天保年間 梅田菓子舗

石川県加賀市大菅波町ト54
電話 0761-73-0616

石川県加賀市尾中町二7番地
電話 0761-75-7733

石川県加賀市大聖寺荒町16
電話 0761-72-0563

どんくう

中郷板金

有限会社 丸山ぶどう園

石川県加賀市大聖寺東町4-6
電話 0761-72-7733

石川県加賀市新保町タ28番地
電話 0761-74-0193

石川県加賀市豊町イ91
電話 0761-72-1658

㈲本田自動車商会

エノテカ チェドロ ステッラ

セレモニー会館 タカダ

ぶどう・キウイフルーツ

石川県加賀市大聖寺敷地ル乙55番地
電話 0761-75-7910

石川県加賀市大聖寺永町38番地の1
電話 0761-72-1275

石川県加賀市豊町イ83
電話 0761-73-2880

株式会社久保田精密

有限会社スギヤマ

深田印刷

石川県加賀市大聖寺敷地へ62番地
電話 0761-73-1002

石川県加賀市大聖寺山田町10-1
電話 0761-72-0462

石川県加賀市大聖寺中町73
電話 0761-72-0360

千代寿し

8番らーめん 大聖寺店

有限会社 酒のはし本

石川県加賀市大聖寺弓町70-3
電話 0761-72-2312

石川県加賀市大聖寺岡町ハ4
電話 0761-72-5968

石川県加賀市大聖寺永町28
電話 0761-72-0518

三島屋

寿屋商事株式会社

大工 崎谷

石川県加賀市大聖寺法華坊町48の10
電話 0761-72-0475

石川県加賀市大聖寺岡町（バロー横）
電話 0761-73-1824

石川県加賀市大聖寺平床町22乙1-2
電話 0761-72-3370

堀野電業株式会社

加賀写真館

笠原果樹園

石川県加賀市大聖寺岡町ホ13-2
電話 0761-72-1922

石川県加賀市熊坂町ニ24-2
電話 0761-72-4677

石川県加賀市平床町ソ甲58-1
電話 0761-72-2778

味家路

鹿野酒造株式会社

巻下板金

石川県加賀市大聖寺新町29-1
電話 0761-72-0202

石川県加賀市八日市町イ6
電話 0761-74-1551

石川県加賀市大聖寺平床町レ乙73
電話 0761-72-3302

株式会社山本醤油

有限会社北陸プロパンガス商会

BANZ

石川県加賀市田尻町イ24
電話 0761-75-2323

石川県加賀市永井町49-19
電話 0761-73-8214

石川県加賀市大聖寺天神下町

鉄板焼 かれん

坂本ガーデン

造園 施工・管理

中山久美子

西村錦晃園

千樹園

石川県加賀市大聖寺山田町27（ちょうちん横丁） 石川県加賀市合河町ロ-87
電話 080-3742-1558
電話 0761-74-2285

石川県小松市安宅町レ36-5

有限会社アサヒ美装 蓮井賢治

大聖寺春日簡易郵便局

小坂

石川県加賀市大聖寺平床町イ234番地
電話 0761-73-1769

石川県加賀市大聖寺敷地ヌ1番地の6
電話 0761-72-2983

石川県加賀市大聖寺敷地

カラオケサウンド喫茶 優

有限会社マック

巻下

石川県加賀市大聖寺鉄砲町イ2-3
電話 0761-72-5908

石川県加賀市大聖寺東町1丁目9番地
電話 0761-72-8010

石川県加賀市平床町伊296

栢野大杉茶屋

橋立港 栄当丸

石川県加賀市山中温泉栢野町ト10-1
電話 0761-78-5489

石川県加賀市田尻町

里山楽友会

貴行

昌和

新谷武志

順不同

