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頌頌春春�候候､､ 皆皆様様������御御健健勝勝�����慶慶�申申�上上���｡｡
新新川川神神社社新新庄庄御御鎮鎮座座四四百百年年記記念念事事業業奉奉賛賛会会�準準備備会会�������満満�年年�経経過過����｡｡ 事事業業計計画画����当当�､､ 氏氏子子���町町内内�皆皆����理理解解�得得���､､ 奉奉賛賛会会�準準備備会会議議､､ 常常任任理理事事会会､､ 執執

行行部部会会､､ 新新川川神神社社責責任任役役員員会会���､､ 総総代代会会�常常任任理理事事会会､､ 全全体体役役
員員会会���幾幾度度�開開催催����������｡｡ 日日本本�経経済済情情勢勢 ((���､､ 少少子子化化､､ 高高齢齢化化
社社会会､､ 消消費費税税負負担担増増��)) �､､ 私私���町町内内�例例外外���､､ ���厳厳��社社会会情情勢勢�����募募金金活活動動���､､ 執執行行部部���各各町町内内�役役員員�皆皆����､､ 大大変変��苦苦労労���������対対�､､ 深深�感感謝謝�申申�上上���｡｡������､､ 今今日日現現在在����募募金金額額�当当初初�目目標標額額��達達�����現現状状���､､
頭頭�痛痛�������������｡｡����� ｢｢会会報報�号号｣｣ ��､､ 奉奉賛賛事事業業�経経過過報報告告､､ 進進捗捗状状況況�氏氏子子���町町内内�皆皆����報報告告��手手段段���発発行行�����������｡｡ 募募金金活活動動�始始�����募募金金経経
過過����専専門門家家���参参集集殿殿�����提提案案､､ 市市道道拡拡幅幅�向向��取取�組組���､､ 企企画画提提
案案��内内容容�進進捗捗�関関���説説明明�������希希望望������｡｡
終終��������､､ �読読�����､､ �希希望望､､ �意意見見��������､､ �一一報報�������幸幸��思思���｡｡
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奉賛会会長 � � � ��� ��

境内�中��､ 社務所�新庄町第一公民館����借地������坪�土地���､ ���毎年����借地料 (�������円) �支払������｡ ���宮万雑会計�圧迫�､���何��������言������､ 具体的�対策案�講������経過������｡���新川神社���年記念事業�発足�同時�､ ��際�何��対策�講�����気
運�高��､ 早急�検討課題������｡���対策案���浮上������､ 以前��新庄用水協議会�役員方�間�借地問
題�心配��下�����､ 協議会��資金�出��買��������話�������聞�､ 早速���役員方��願��回��������｡ 幸���新庄用水協議会役員�､ 宮総代役員�兼務�方�多�､ 好意的�返事�頂����､ 最後�舩木禰宜���上
坂協議会長�訪�､ 境内地�借地取得資金��������万円�支出�協議会全体役員会�
諮���������願�致����｡ ���､ 一昨年��月�､ 上坂協議会長��承認�����通知�頂��時�､ 本当�言葉�言�尽����感謝�喜���������｡
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���重��心����礼�申�上���｡ �陰���資金�手当��出来���､ 次�二人�地主���借地�
譲������為��願��行����｡ ����､ �����紆余曲折�������､ ���皆����協力���､ 昨年��月�新川神社境内地���所有権登記����������｡ ���永年�念願����借地問
題�解決�､ 万雑会計��大��寄与����������｡���､ 強�感�����､ 新川神社�新庄用水協議会 (農家�方々) ��､ 昔��深�繋�����､ ���現在�強�絆����結��､ 物心両面���支援�頂�������認識����｡ 今後����一層��指導��厚情�賜������願�申�上���｡��������

新川神社�現在�場所�御鎮座 (五本榎��移転) ����､ 今��約���年前�������､ �����年�記念��何�新��事業�������新川神社新庄御鎮座���
年記念事業奉賛会�立�上����｡ 目的�､ 私��子供�頃�､ 学校以外�遊�場���､ 近��神社��寺�境内�広場�������遊�場����｡ �����������野球�����������遊������､ 仲間���������―����場�������｡ ���､ 春�秋�祭礼�初詣���､ 神社�伝統文化����場���､
子供心��神社�対�親���覚������｡ ���､ 時代�変化�共�､ 神社�対��親���薄����､ 子供達�殆�関心�持��������｡ ���奉賛会��､
神社�����伝統文化�広�知��貰��同時�子供��大人 (特�若者) ��末永�
継承�������大切�考�､ 新庄�住民��､ ��誰��簡単�利用��､ �����学習����参集殿�����道場��建設����云����������｡ �������道場��活用�����､ 舩木信孝 (禰宜) 氏�特�熱心�､ 今���神社�����
話�出��� 『古事記』 �親���題���講座���� 『雅楽�初心者向�教
室』 ���開催��､ 神社�伝統文化�
広�����｡ ���､ 神社�親������貰���､ 収容人数�利便性�考
慮���������坪����坪程度�
建物�適当�考�､ 参集殿�建設費�､
約�����万円位 (��坪�想定) �必要�
算出�､ �����計画 (参道整備､ ���蔵修繕､ 駐車場整備､ ���年大祭費)���含����､���������万円位

奉賛会副会長 � � ������������������������
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�予算�����｡���､ 今回�参集殿建設�主���､ 氏子�皆���多額�奉賛金��願��������｡ �����募金額�氏子�目標額�����万円�対�������万円
(��％) �世�中�経済状況��､ 思����集���大変�苦慮�����｡������現在�､ 新庄出身�実業家�他地区�在住�����友人�訪問��､ 奉賛金�依頼����状態��｡ �����訳�､ 無理��願���思����､ 再度氏子�皆����協力�切��願���次第��｡
新川神社境内地�西側�通�市道 (��号線) �､ 約���㍍�亘��幅�狭�上�曲���見通��悪�､ ���通�人々�積年�悩������｡ 最�狭�������㍍�満���箇所���､ 車同士�鉢合���歩行者�危険�状態�日常的�発生������������｡��道路�､ ��通学路��指定�����､ 朝夕�学童��������神

社境内地�通����得��状態�������｡ ����､ ��状態�������､ �����背景���������������､ ��前後�区間�整
備���以来��年以上経過���������事実��｡
折��新川神社�奉賛事業�計画��､���近��老健・保育�複合施設�建

設�契機���､ 町内外����市道�
拡幅改善�声�多�寄������｡
一方､ 沿線関係者�方々�世代�代��､ 昨今意識�変化�感��������､ 関係

町内���何���������起����進����思�､ 町内�協議���､ 平成��
年�月�富山市�対�､ 道路拡幅 ｢要望書｣ �提出������｡ 提出�先立�､ 沿線�
在住�方々��､ ��方向�協力��������願��基本的���理解��������｡��拡幅������形�行������､ 沿線両����方々�影響�及������､ 新川神社�境内地�����同様�����｡ ���関���､ 町内会���神社
(総代会) ���願��､ 快�協力����������大変�有難�思�����｡��､ 新庄校下自治振興会���同様�観点��平成��年�月�
｢要望書｣ �提出�����､ 今後�振興会・近隣町内会､ 関係団体��一本化��対応�����準備�進�����������｡��要望活動�､ ����第一歩�踏�出��������､ 予算
事情�厳��中�､ 今後何年����分�����｡ 絶���熱意�
努力�必要���､ 多��方々��理解��支援��願����������｡

新庄町第一町内会 会長 � � � ����������������
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�����奉賛会活動�､ ���年記念大祭�
際��境内地�借地解消対策�奉賛金�集�������精力�注�������､ 各方面��奉賛会活動�現状�分�������意見����������､ ����取�組�������経過報告�形�会報�発刊���������｡
新川神社新庄御鎮座���年記念事業奉賛会�､
参集殿御造営����付随��事業�達成�目

的���全体役員会�平成��年��月��日�開催��､ 会則､ 事業計画､ 募金目
標額､ 役員���協議�､ ��決定�受��発足������｡��以来､ 奉賛会�会議�､ 借地問題�募金活動�円滑�行����全体役員会�回､ 常任理事会�回､ 執行部会�回�開催������｡

記�. ������� (Ｈ��年��月��日)
募金総額�千万円��� (参集殿�千万円､ 付随事業�千万円)���� (執行部会役員��掲載)

・会 長 貫江和夫､
・副会長 田添茂信､ 細川 茂､ 坂野忠雄､ 上坂健治
・事務長 今井清隆､ ・会 計 寺井幸夫 (�名)�. ������� (Ｈ��年�月��日)
・氏子��願���金額��千万円､ 企業��願���金額��千万円�定��｡
・各家庭�配付��奉賛会資料�､ 由緒書､ 趣意書､ 同意書等���｡�. ������� (Ｈ��年�月��日)
・奉賛同意額�､ 氏子��千万円�対����％��千万円余����｡
・�万円以上�奉納���方�､ 手水舎内�奉納者名簿板�設置�������｡
(Ｈ��年��月末�設置)�. �������� ⑦ (Ｈ��年��月��日)
奉賛同意額�報告､二次募金､参集殿建設�考�方�協議�了承�得���｡

・全体目標�����万円�対�������万円�同意額 (��％)
・氏子�目標額�千万円�対�������万円�同意額 (��％)
・企業等�目標額�千万円�対�����万円 (��％)
・宮司家及�縁故者������万円､
・二次募金�､ 各家庭�神職舩木家���願��回���������｡
・参集殿 (��坪) �建設場所�､ 本殿�東側�有利��提案�報告��｡
・建物�規模�､ 今後�募金状況�勘案��決�����了承���｡
・本殿裏�田圃 (舩木家私有地) �埋�立��､ 老健施設 ｢�����森｣ 工事�
残土仮置�場����月中旬���月末��使用�����｡

以上

�����
事務長 � � � ����������

新庄第一 ����� 新庄第二 ��� 新庄第三 ��� 新庄第四 ���
銀座三丁目 ��� 新園町 ��� 新庄東部 ��� 上庄町 �������� 単位：万円
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