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今上陛下には本年ご即位三十年という佳
節をお迎えになりました。
ご在位の間、常に我々国民に寄り添い、
祈り続けてくださる年月であられたと拝察
申し上げます。
そして明年四月を以て御譲位になられ、
平成の終焉を迎えます。
十一月二十三日には宮中三殿の神嘉殿で
みずか
御親ら最後となる新嘗祭を行われました。
新穀を天神地祇にお供えになり、その後親
らも食されることにこの祭儀の大きな意義
があり、本年の収穫感謝と国民の安寧をお
祈りになられました。
その意義をいただいて全国の神社でも新
嘗祭を斎行いたします。当社では新嘗祭に
併せ紅葉祭と金刀比羅会繁栄祈願祭として
明年の氏子崇敬者各位にお祀りいただく神
札の祈念を行っています。
明年の祭儀はご即位後の新帝陛下が大嘗
ゆ き でん
祭を行われます。東西から「悠紀田」と
す き でん
「主基田」が選定され、そこで穫れた新穀
が全国を代表する神饌としてお供えされ、
国民とともに、という意義をもち、一世一
代限りの最も大切な祭儀として行われます。
御譲位に伴う御代替りが国民挙ってお祝
い申し上げられますこと、謹んで深甚なる
感謝の誠を捧げたいと存じます。
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御即位三十年と御代替の慶事
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顔絵馬
猫の

大晦日より終夜参拝
三ヶ日 御神酒 授与
正月縁起物多数

★

元日午前零時より︑
※
︶
峰翔会︵こんぴらさん応援団 が
﹁甘酒﹂
の無料接待を
ご奉仕いたします︒

狛猫さんにちなんで
思いのこもった
オリジナルの顔を描いて
幸せになる願いを書いて
奉納して下さい。
★

一 月 十 四日︵ 月 ︶午 前 七 時 〜
焼 納 祭︵どんど焼 ︶
二月 三 日︵ 日 ︶十一時
節 分 還暦初老祈願祭
地 域にかかわらず
多 数お申し込み下さいませ︒

四 月九・十日︵ 火 ･ 水 ︶
春 季 大 祭 吉 例﹃ 宝 籤 ﹄開 催

「お伊勢さん 初まいり」
伊勢 参 宮旅行
参加者募集中
二月二 十一日〜二 十二 日︵ 木・金 ︶
参 加 費 一人 二六 〇
︑ 〇〇円
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1・2月はお休みです

！
出展者募集中
「1day cafe」

神社の屋内でお食事を

作業開始

京丹後54マルシェ 御旅市場

）

「シャッターアートを観光スポットに」
市民ボランティアや小中学校、高校の
卒業作品としてシャッターアートを
いっぱい描いて増やし、毎年こまねこ
まつりで発表する。
「まち遊び人生ゲーム」
商店を人生ゲームのマスに見立て店を
巡る。偶然の出会い（ルーレット）か
ら店の魅力を発見できる。地元学生が
空き店舗を活用して出店する。
「イナカレッジプロジェクト」
・学生がまちで地域の人と一緒に学ぶ。
・こまねこまつりに参加し交流を図る。
・地域の酒屋さんと新しい地酒を造る。
・農業体験で食や農への関心を高める。
「Ｍsカードの有効活用」
・市主催の事業やイベント参加にもポイ
ントを付与する。
・ポイント有効期限を3年に延長する。
「宝探しイベント開催」
シャッターアートの場所が分かり難い
ので、クエストを解き進んでまち歩き
を楽しみながら辿り着く。
「自転車活用推進」
自転車で巡るまちづくり。地域の魅力
を際立たせた体験・交流型の観光を提
案。マップを作成する。
「街の魅力向上」
・隠れこまねこ探し（ディズニーの隠れ
ミッキーをヒント）
・こまねこゆるキャラの作成（ひらパー
のひらパー兄さんを探せをヒント）

第三回 こまねこまつり開催内容
第九〇回 こんぴら手づくり市
翌週の九月一六日（日）延期開催
ねこまんまランチ
・きくのや・プラザホテル吉翠苑／狛猫
ばらずし・あみ★けん・かさい食堂・
ラーメンな花な華・あさの食堂
ねこねこスイーツ
・御菓子司 大道／狛猫もなか・戸田風
月堂／猫まん「
」
アート展・まちなかギャラリー
『アート展 メタモルフォーゼ×アート
×漂着』九月二日〜九月九日／丹後
アート会議（旧田中家具店）
山崎昭典ソロライブ 九月一日
丹後ちりめんつるし飾り展示／吉村商店
まちなかワークショップ・体験スポット
・手機（てばた）体験／吉田織物（旧北
都信金峰山中央支店）
・ちりめんふろしきワークショップ
／ちりめんふろしき研究会 森田知都子
（旧マルマツ）
・丹後ちりめん和小物販売／小森明美
・ダンボールアート教室 九月四〜九日
／千田雅彦（きくのや）
・丹後の芋焼酎「いもにゃん」試飲
・ねこ雑貨ショップ／丹後蔵
鉄道フェスタ
『Nゲージ運転体験』『鉄道おもちゃプ
レイランド』（峰山駅二階ギャラリー）
『おもちゃ列車』峰山ー天橋立間の運行
／北近畿鉄道ビジネス㈱ 京都丹後鉄道
陶器ねこ・ねこ面ペイントワーク
翌週の九月一六日（日）延期開催
こまねこまつりオリジナル顔出しパネル
（金刀比羅神社境内）
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ネコバス来訪
こまねこきっぷ

峰山市民局ロビーの展示

から二週間にわたって制作、京産
このねこさがせ このまちのこせ
「京丹後市地域づくり応援隊」
大生と峰山高校美術部の生徒が共
峰山まちづくり政策提言 要
（ 旨
平成が終わろうとしています。 年に一度のこまねこまつりだけ 同で作業を行いました。
九月九日こまねこまつり当日は
その名の通り平和を成し遂げ手に を盛り上げるのではなく、次の新
入れることのできた時代でした。 たな時代へ活気ある町をのこすこ 荒天のため、十月六日の秋祭り当
日に除幕式が行われお披露目され
しかし、戦争のない時代に経済 とを目標としています。
ました。
まちなかに こまねこの
発展を極めた先には長い不況が訪
れ、その影響か社会の成長や発展
シャッターアート 登場
「京丹後市地域づくり応援隊」
が難しくなってしまいました。
こまねこまつり関連企画として、
峰山のまちづくりに提言
少子高齢化という原因をたどれ 狛猫をモチーフにしたシャッター
京丹後市役所峰山市民局ロビー
ない病は日本中を襲い、日本中の アートが登場しました。これは、 にて、京都産業大学法学部有志が
地方が疲弊してしまっています。 京都産業大学の学生による 「京
結成した「京丹後市地域づくり応
このような中、峰山で町のこし 丹後市地域づくり応援隊」が、
援隊」によるまちづくり政策提言
に寄与し、丹後を元気にしようと 「峰山町中心街を元気にしよう」 ポスターセッションが公開展示さ
平成二十八年九月にはじまり、本 と企画したもので、美術塗装の分 れています。
年三回目を迎えたのが「こまねこ 野で活躍する「現代の名工」荒木
京産大生の皆さんが、当地に足
まつり」です。
俊成（京都市）さんデザインの原 を運び、峰山まち歩きや金刀比羅
案を基に、峰山南 神社散策などを通じて歴史や風土
地区が協力して白 に触れ、現状を知り、こまねこま
銀の店舗跡倉庫の つり実行委員らとの交流から生み
シャッターが提供 出された政策提言です。大変参考
され、八月十七日 になる内容に、実行委員会でも是
非実現したいと意気込んでいます。

鉄道フェスタ おもちゃプレイランド

峰山こまねこウォーク
まつり当日以外にも街のこしに
つながる企画が行われました。
本年は街歩き企画が二回開催され、
第一弾は「こんぴらさんのルーツ
を探る」と題して五月二十六日
（土）に増長院跡と常立寺をめぐ
り、第二弾は「丹後ちりめんの
ルーツを探る」として、八月十九
日（日）に小西の禅定寺から安の
稲代吉原神社をめぐりました。
『ウィキペディア にゃウン
（タウン）イン 丹後峰山』
九月八日（土）、インターネッ
ト上の百科事典ウィキペディアに
地域の記事を作成・投稿するワー
クショップ型イベントを京都北部
で初開催、「金刀比羅神社」「こ
まねこまつり」「禅定寺」などが
新たに掲載されました。

保護ネコセミナー ネコリパブリック

完成披露されたシャッターアート

炎天下で制作活動

御旅市場では第二回京丹後５４マ
こまねこまつり 荒天 も
ルシェが同時開催され、大賑わい
盛り上がる町なか
となりました。
スタンプラリー
こまねこまつり
一ケ月前から、町内四一軒の参
第三回こまねこまつりは九月九
日、神社とまちなかで開催されま 加協力店舗で買い物などをすると
した。
「ねこ」と「丹後ちりめん」 スタンプがたまり、その数に応じ
をキーワードに、町おこしを目的 て「こまねこまつり」オリジナル
としたまちあるきイベントで、当 の景品がもらえるスタンプラリー
日は大雨警報が発表されたため、 が行われ、約二〇〇人が景品交換
屋外での催しは中止となりました に訪れました。
保護猫セミナー・猫バス来訪
が、保護ネコセミナー、空き店舗を
神社会館では、ねこ会議が主催
活用したアート展とワークショッ
プ、丹後ちりめんを使ったつるし し、殺処分される猫を減らす活動
飾り展示など、屋内企画は開催さ をしているネコリパブリック代表
れ、雨にも関わらず、市外や府外 河瀬麻花さんを講師に招き、保護
からも多くの来場者がありました。 猫活動内などについてのセミナー
京都丹後鉄道では今年も企画乗 が行われました。『バーチャルリ
車券「こまねこきっぷ」が販売さ アリティ猫カフェ体験』ができる
れ、峰山駅で開催された鉄道フェ ネコバスも訪れ、ねこ助けカルタ
スタとともに大好評を博した他、 大会も大盛況でした。
丹後ちりめんつるし飾り展示 吉村商店

