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平成��・��・��発行

師走�候､ 時下�����清祥�段､ �慶�申�上���｡
今年�水害�土砂災害�見舞���地域､ 御嶽山�水蒸気爆発���被害��多��自然災害������｡ 霊峰立山�麓�住�私������他人事��思���､ ����場面�想定��生活��必要性�感�������年������｡��､ 平成��年度末��活動���� 『新川神社新庄御鎮座四百年祭奉祝奉賛記念事業』��年�経過�､ 募金活動�一定�目処�付���������｡

役員会等�募金状況報告��������､ 二次募金���重��多��皆����協
賛��������｡ ��紙面��借���感謝申�上���｡ �本当������������！�
当初�､ 参集殿建設費用�含�総事業費����千万円�見込��������､ 日本

経済�好転�����､ 予想外�企業様�厳��現状�知���������｡ 加��､
物価高・労賃高�拍車��������､ 記念事業計画�規模縮小��見直������
得�������｡��､ 参集殿�建設������､ 業者選定��､ 完成図・設計図�基��､ 建設委員
会�役員会等�審議����｡
今回�､ 皆�����内容等��知�������､ 会報�作成����｡��､ 記念大祭�平成��年度�開催��予定�進��������､ 期間�����奉
賛活動�展開�､ �協賛��願������所存�������､ 加���理解�賜������願�申�上��挨拶������｡
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奉賛会会長 � � � �
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�. 新川神社奉賛会�全体会議 (総会) �平成��年�月��日�開催�����｡
平成��年度事業報告��､ 奉賛金�低調������説明��､ ��年度計画��､ 会則�役員改正�提案���､ ����承認�����｡��､ ���年大祭�向���推進体制�明確�����､ 総務､ 広報､ 建設及�慶祝��委員会�設置�����������｡�. 建設委員会 (坂野忠雄委員長) �第�回会議��月�日�開�����｡
事務局���､ 奉賛金�目標額��大幅�下回�����報告�､ 宮司家��参
集殿�将来的�利用目的�地域��関��方�����話������｡ 会議��各社��出���計画��� (建物��坪) 内容�検証��������｡��､ 奉賛金�見込額��大幅�少������対応策�����協議�����｡ ��結果､ 参集殿建設�予算額�､ 当初予定����程度�縮減����
得�����申�合�����｡�. 常任理事会�第�回�会議��月��日�開催�����｡ 事務局��､ 経過
報告�奉賛金�現状報告�行��､ ���建設委員会�会議報告���������｡
主�協議事項�､ 奉賛金�低調�������､ 今後�募金活動����話�

合����｡ ��結果､ 参集殿建設予算額������万円､ ����大祭費､ 広報
費､ 駐車場整備費及�､ 外構整備費等�全体像�決����｡��､ 建設委員会���､ 参集殿�設計・施工業者�社��絞�込�������報告���､ �株������推薦�����｡
今後�進�方�､ 基本計画���後�常任理事会�承認�得�後�契約����������｡�. 第�回目�建設委員会��月��日�開催�����｡
常任理事会�決議事項�受��､ 今後��株�������打合�作業内容����協議��������｡
具体的��､ 参集殿�建設費�地盤改良費�含�総額�����万円������､
参集殿������ (概念) ���協議����｡�. 第�回目�常任理事会���月��日�開催�����｡
(株)�������基本計画����協議��､ 原案����承認�����｡�. 奉賛金同意額�現状報告

事務長 � � � ����������
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(�) 本殿�南東側地域�関係�分断��､ 通路�設�����､ ��関係�繋��役割����建築物���｡
(�) 地域�行事�神社�行事 (雅楽・古事記�研修会・田��学校) 等､ 神道
道場���､ 幅広�多目的��������施設���活用出来������������参集殿 (神道道場) ���｡������

(�) 神道道場���､ ��正方形�木造平屋建�������建築物��､ 美��神社���雰囲気�����配慮��｡
(�) 建物中央��､ 地域�本殿�繋��幅���ｍ�通路�配置�����土足���通�抜��可能���｡

北側��､ 事務室､ 台所､ 納戸､ 男女������､ 南側��､ 畳敷�大
広間�配置��｡

(�) 外壁�素朴�材料���杉板�下見板張����｡
(�) 内部空間�､ 畳敷���畳�大広間 (集会約���名､ 会議��名) �確保�､
天井�､ 中央部分�高�､ 開放的�大空間�演出����｡
社務所�､ 間口��ｍ������付��大��窓�設�､ 境内全体�見渡����配慮��｡

(�) 通路�壁��､ 新川神社､ 地域�歴史���紹介��展示����掛���������｡��������
＊ 建設費総額：�����万円 (諸経費・消費税込)
＊ 平成��年��月��日�新川神社奉賛会常任理事会��承認�����｡
今後､ 奉賛会建設委員会�更�細部�亘��煮詰�������確認������｡������������

＊ 木造平屋建�鋼板葺､ 延�床面積：������㎡ (�����坪)
＊ ��基礎､ ��躯体
＊ 通 路 ： 天井：杉板張�､ 床：土間 (����仕上�)

壁 ：������打放�､ �������張�撥水性塗装塗
布､ ����

＊ 木工事 ： 構造�����
＊ 屋根工 ： ��鋼板
＊ 外壁工 ： 杉下見板張� 耐候性塗装塗布
＊ 内装工 ： 天井：斜線部吹�抜�
＊ 大広間 ： 畳敷���畳
＊ 事務室 ： 複合������
＊ ��他 ： 給排水衛生工事 電気設備工事 照明工事 換気空調工事
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本年��月� ｢���担�伝授講習会｣ �開催����｡ 昨年��若衆� ｢�宮�飲��会｣ �通��話�����中�､ 来�平成��年��元々�鎮座地���五本榎��遷宮���道筋�再現��神輿渡御�������､ ��時�各町内�子供神輿�一同�集���､ ���� ｢�����､ �����｣ ���圧巻�����､ ���素晴��������聞����｡ ���実現�向��講師�香積廣野神社二宮宮司��招���実際�
神輿�担�練習�神輿担�����習����｡ 昔�新庄町若衆�神輿�担��､ 荒川�
綾田､ 経堂��練�歩���年配�方��聞���｡ �����年�契機��������
形�復活����考�����｡ 将来的��地元�子供達� ｢大人��������担�
男������｣�､新庄町若衆�子供達������的������､ 威勢�良�春祭�����良����｡
祭��主役�氏子��｡ 神様�祭�� ｢�受����｣ �立場����主役������主賓������｡ 神主�神様�氏子�仲取�持���｡ 若衆�神輿�威勢良�担�姿�地域�人々�活力�与��事�確信������｡���� ｢祭�｣ �����������������｡

奉賛会副会長 � � �
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新川神社 禰宜 � � � �
当初､ 計画����構想�縮小�����､ 氏子�皆様��協力�､ 予定通�念願�新

川神社参集殿�建設�実施��運����､ ����報告�����｡ ����､ 氏子�
方々�奉賛金�加��､ 氏子以外�個人�企業���多大��寄付���������付�加�､ ���心���御礼�感謝�申�上���｡������､ 経過報告���������建物自体�縮小�����､ 大祭経費�広
報費､ 駐車場整備������������������������､ 先�役員会�再度､
皆様方��支援��願�������������､ �����願�申�上��次第�����｡
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