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初詣にお参りの方へお願い

新年祈願 承り中
家内安全 心身健勝
商売繁盛 会社隆昌
男女厄年 開運厄除
合格祈願 学業成就
海上安全 大漁満足
令 和 年 の厄 年 ︵数え年︶
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昭和 年生
歳 還暦

初老

昭和 年生
歳 古稀

新型コロナウイルスの蔓延防止で様々な
行祭事が中止される中、春夏の大祭に続き秋
の神輿渡御祭も中止となり、ご本殿での祭儀
のみとなってしまいました。
この状況下で、地域の平穏と健全な社会
の回復、皆様方の日々の生活への励みとな
ることが出来ないかと検討を重ね、取り組
んだ事業もございます。
こまねこまつり実行委員会では、規模を
縮小し「こまねこまつり二〇二〇」として
開催、各企画の日程を分散し、事前申し込
みで人数に制限をかけるなど人の密集を避
け、開催に先立って木島神社前での奉告祭
で疫病退散を祈願し、企画の最後にご本殿
前で疫病禍の終息を祈る太鼓の奉納演奏会
で締めくくりました。
峰山花火大会実行委員会では、夏に中止
となった花火大会を十月例祭日に合わせて
実施、直前まで告知も行わず、自宅付近か
ら見ていただくよう勧めての開催でした。
今後、特に初詣では多くの方にお参りい
ただくと思いますが、三ケ日にかかわらず
日程を分散しての参拝や、お参りの際はマ
スクの着用と、列の間隔を充分開けていた
だくなど、感染対策にご協力いただきます
ようお願い申し上げます。
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神社の屋内でお食事を
疫病禍での取り組み
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顔絵馬

疫病蔓延防止にご協力をお願い致します︒

焼 納 祭︵どんど焼 ︶

必ずマスクの着用をお願い致します︒
参拝の際など列にお並びの際は
十分に間隔を取って下さい︒
三ヶ日にかかわらず︑
日をずらしてのご参拝を
お勧め致します︒
大晦日より終夜参拝
三ヶ日 御神酒 授与
正月縁起物多数
﹁甘酒﹂
の接待は中止します︒
一 月 十 四日︵ 木 ︶午 前 七 時 〜
二月 節 分 還 暦 初 老 祈 願

「1day cafe」
700 円
初穂料
ねこプロジェクト
企画

！
出展者募集中
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。
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猫の

祈 願 祭としてのご案 内は取り 止め︑
個 別にご祈 願として承りますので︑事 前にご予 約 下さい︒
地 域にかかわらずお申し込み下さいませ︒

四 月九・十日︵ 金 ･ 土 ︶ 春 季 大 祭 吉 例﹃ 宝 籤 ﹄開 催 予 定
令 和三年 度のお伊 勢さん 初まいり は中 止になりました
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1・2月はお休みです

コロナ禍にも負けず こまねこまつり

開催

丹波多久神社を取材

五年目の開催となった今年は、 というコースでこまねこウォーク
丹後ちりめん創業三百年にあたり、 を開催、ガイドの説明を受けなが
疫病禍の中、少しでも皆様の励み ら二十名が参加しました。
ウィキペディアにゃウン
となるよう開催を決断、規模を縮
二十日（日）には「ウィキペデ
小した「こまねこまつり二〇二
ィアにゃウンＶＯＬ３丹波」を開
〇」として開催されました。
開催日も九月十九日（土）から 催し、多久神社や涌田山古墳群な
二十二日（火祝）までの四日間を ど丹波地区を歩いて取材下の後、
中心に各企画を分散して人の密集 金刀比羅神社会館で記事を編集、
を避けられるよう工夫しての開催 ウィキペデイアに峰山町丹波、丹
波の芝むくり、京丹後市立丹波小
となりました。
学校、多久神社、湧田山古墳群、
こまねこウォーク
十九日には市役所前→府織物機 丹波の大溝、狛猫、縁城寺の項目
械金属振興センター→球場裏から が新たに加わりました。
山道→愛宕山→金刀比羅神社山上

疫病退散祈願 奉納太鼓

こんぴら手づくり市
第一一〇回となったこんぴら手
づくり市は二十一日（月祝）の開
催となり、コロナ禍の影響もあっ
て出展者数は控えめだったものの、
会館では青森県弘前市「ねぷたま
つり」のねぷたを小さくして猫型
に製作する「猫ねぷた」を作ろ
う！ワークショップが、斎館では
ヒカリ美術館池田修造氏の丹後ち
りめん茶室のしつらえ展と「猫の
目」展、丹後織物工業組合による
丹後ちりめん創業三〇〇年記念資
料展示の他、陶器ねこ・ねこ面ペ
イントワークショップも開催され
ました。

ペットと一緒の防災セミナー
二十二日（火祝）は会館でねこ
会議による「ペットと一緒の防災
まちづくりセミナー」が開催され、
ＮＰＯ法人アンビシャスをゲスト
に、災害時のペットの同行避難に
ついて学び、実際にワンちゃんが
登場するデモンストレーションも
ありました。
各企画ごとに事前申し込みで人
数を制限するなど密集対策を施し
て開催し、ほどほどの賑わいとな
り、期間中は晴天にも恵まれ好評
を博しました。

昔の写真展

地域の平安を祈る神輿渡御祭も中
止となり、ご本殿での祭儀のみと
なる中、疫病の蔓延防止と平穏な
暮らしの回復を地域の皆様と共に
お祈りする機会を設けられないか
と、神社役員総代一同で検討し、
例祭の宵宮にあたる十月九日に臨
時峰山花火大会が実施されました。
秋の澄んだ空気に静寂の中、花
火の轟音が響き渡り、多くの方々
から好評の声をいただきました。

臨時花火大会開催

ペット防災セミナー
丹後ちりめん茶室
吉原地区から

愛宕山へ続く遊歩道をウォーク

十月十七日（日）こまねこまつ
り最後の企画として、疫病退散を
祈願する太鼓の奉納演奏が行われ
ました。
神戸を拠点に活動する和太鼓松
村組で座長を務める政本憲一さん

ねこねぷたの制作と完成した作品

神社斎館玄関の間に当社と峰山
の古い写真をパネルにし、常設展
示しています。
北丹後震災前の社殿や御鎮座百
年祭、百五十年祭の賑わいをはじ
め、町の鳥瞰を震災前後で比較で
きる写真もあります。
見学を希望される方は社務所へ
お声がけ下さい。
昔の写真をパネル展示

境内 手づくり市

が自ら率いる「和太鼓政や」の四
名と丹後のマリンバ奏者谷口理恵
さんが共演、拝殿前でお祓いを受
け拝礼の後、絵馬舎で奉納披露さ
れました。
同日開催のこんぴら手づくり市
も快晴の中でにぎわい、山上には
数百名が見守って、圧倒的な技と
力強い演奏を堪能、
奉納演奏後には疫病
退散祈願の修められ
た神札を受けていた
だき、こまねこまつ
り二〇二〇のラスト
を飾るにふさわしい
感動的な企画となり
ました。
和太鼓 政や と マリンバの共演

狛猫 市文化財に指定
九月一日付で狛猫が京丹後市指
定文化財に指定を受けました。
「石造狛猫 一対」として指定を
受けましたので、当社で名付けた
「狛猫」の呼称も公に認めていた
だいたものと喜びも一入です。石
像猫はあっても固有名称の狛猫は
当社だけの物ですので、正に「日
本で唯一の狛猫」が確立すること
にもなりました。
こまねこまつりや猫プロジェク
トの活動も広がりを見せ、地域の
内外にこんぴらさんには狛猫がい
ることが定着してきましたが、地
域おこしに益々活躍してもらう励
みとなっています。

狛猫
京丹後市の文化財

