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茨木神社社報

﹁本殿上棟祭﹂

去る十一月十二日︑上棟祭を古式に則り斎行
いたしました︒上棟とは︑建築物の柱や梁が組
み立てられた上に棟木を据えることを指します︒
その折に斎行されるのが上棟祭であり︑木々を
司る神々をお招きし︑いつまでも家屋が無事で
あるようにと願う神事です︒
木々は私達の生活にとって欠かすことの出来
ないもので︑あらゆるところに使われてきまし
た︒欧米の建物が石やレンガによるのに対して︑
日本では古代より出雲大社や東大寺といった巨
大建造物をはじめ︑建物はすべて木によって建
てられてきました︒特に神社の社殿には木々の
中でも﹁檜﹂が使われました︒それは強度耐久
性に優れるとともに木肌が美しく光沢があるか
らであり︑樹木の中の樹木とも言われます︒
私達日本人は︑古代より木々の恩恵を受けて
きました︒そして今日︑その証が神社の社殿で
あり︑みだりに変化を与えないところに尊さが
あります︒二十年毎の遷宮で知られる伊勢の神
宮では︑社殿は全て檜材で造営されます︒明治
になって最初の遷宮にあたって︑政府は財政面
から当時普及していたコンクリートを用いる案
を提案しましたが︑明治天皇様は先人達の心を
受け継ぐためにも﹁古制遵守﹂を諭され︑決し
てお認めにはなられませんでした︒
上棟祭を通じて︑日本が古代より受け伝えて
きた﹁木の文化﹂を再認識したいものです︒
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●茨木青年会議所主催「願い
を込めた風鈴一、〇〇〇個を
茨 木 神 社 に飾 ろ う ！ 」及 び
「ヒト モ
×ノ ミ
× ラ イ市 」が
開催されました。
十一月二十五日～二十八日、南
鳥居前に多くの方々の願いが込め
られた風鈴が飾られました。これ
はコロナ禍の厳しい環境の中、多
くの市民の皆様の願いを眺めつつ
風鈴の音を聴くという、「訪れる
だけで明るい気持ちになる場所」
を創りたいという主催者の想いが
込められています。
開催期間中、多くの方がお越し
になり風鈴の音を楽しみながら人
々の願いを感じておられました。

これからの行事予定
◆越年祭
十二月三十一日
◆歳旦祭
一月一日午前十時斎行
◆十日戎祭
一月九日〜十一日
◆御火焚
（とんど）
祈祷木奉焼祭
一月十五日

鎮魂星祭

◆節分祭
二月三日

ホームページでは御由緒や境内案内をはじめ、参拝の方々へのお知らせや主要祭事の斎
行報告など、皆様が必要とされておられる情報を迅速にお伝えしております。
またインスタグラムでは、主要祭事は勿論のこと、日常の神社の様子など日々の風景を
お伝えしております。下記のURLもしくはQRコードより、どうぞご覧下さい。

また十一月二十八日には、境内
にて「ヒト モ
×ノ ミ
×ライ市」が
開催されました。茨木にゆかりの
ある「ヒト」や「モノ」が集まり、
お互いに刺激し合うことで新たな
「ミライ」を創り出すことを目的
とした行事です。
当日は秋晴れの下、多くの方々
にご来場いただき、茨木のまちの
魅力を発信する良い一日となりま
した。幅広い年齢の方々が茨木出
身のミュージシャンの音楽に耳を
傾けながら、ふるさとならではの
出店を楽しんでおられました。

◆初午祭
二月十日
◆紀元祭
二月十一日
◆人形奉焼祭
四月八日
◆春祭（祈年祭）
奉賛会厄除安全祈願祭

ibarakijinja.oﬃcial

インスタグラム

https://www.ibarakijinja.or.jp

ホームページ

四月十八日
◆大祓・茅の輪くぐり神事
六月三十日

初詣は︑混雑を避け︑分散
してご参拝下さい︒その際︑
マスクの着用と控えめな会話
をお願い申し上げます︒

茨木神社公式ホームページ・公式インスタグラムをぜひご覧下さい。
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