
月　日 行事内容 場　所 対象者（役員） 出夫者 備考

4．２（日）

午前  9：00 節句の川堀 明神池　他 自治会三役、各組長 第１

午前10：00 総会 千僧供町会議所 全町民 日曜

午前12：00 節句の川堀(直会い) 資料館前広場 関係町民

4． ３（月）
午後 5:00

4．９（日）
午後 3：00

回り当番１名（堂）

回り当番１名（小川）

4．２３（日） 敬神会

午前 8：00 （氏子総代・自治会三役・

　内座長老　—　協力）

4．２３（日）
午後 2：00

4．29（土）
午前 8：00

5． 1（月）
午前 8：00

午後 5：00 御供割 馬見岡神社 冷泉寺

午後 8：00 太鼓渡り／宵宮 椿神社前 氏子総代、 敬神会 自治会(警護)若干名

夘の刻渡り

（夜明かし）

5． 2（火）
午前 5：00

5． 3（水）
午前 8：00

午後 2：00 御供割

午後 3：00 奉湯（湯沸し）

5． 4（木）

午後 1：30 神輿渡御
椿神社～
御旅所

宮司、巫女
長老、各組出役

　８名（別表）

午後 8：00 太鼓渡り／宵宮
JA倉庫前～
御旅所

氏子総代、 自治会副会長
敬神会

自治会(警護)若干名

奉告祭 椿神社
宮司、社守、氏子総代、来賓、
自治会三役、内座長老、
各組長、改良組合正副

祭礼当番２名（西組）
午前10：00

据松明結い 椿神社
自治会三役、氏子総代、内座
長老、各組長、改良組合正副

祭礼当番１名（西組）

椿神社
冷泉寺、内座長老、
宮司、巫女

祭礼当番３名（西組）

午前 5：50 神輿渡御 馬見岡神社～ 宮司、巫女、各組出役 　８名（別表）

午後 2：00 神輿渡御
馬見岡神社～
御旅所

宮司、巫女、長老

午後11：00 千僧供町会議所 各組出役 　９名(別表）

夘の刻渡り
馬場広場～
馬見岡神社

宮司、巫女、氏子総代、
自治会、村人全員

鉾／御幣結い 千僧供町会議所
自治会三役、氏子総代、内座
長老、各組長、改良組合正副

祭礼当番１名（西組）

午後 3：30 神輿渡御
椿神社～
馬見岡神社

宮司、巫女、氏子総代、
長老、各組出役

　８名（別表）

午後 6：00

平成29年度
自治会役員等
初顔合わせ

千僧供町会議所

自治会三役、各組長、改良
組合正副、氏子総代、消防
団、体育委員、関係組織・
団体役員他

第4号議案

平成29年度千僧供町自治会年間行事予定(案)

平成２９年４月～平成３０年３月

神武祭 椿神社 内座長老・自治会長 固定

松明結い 椿神社

四村寄り
 = 当番　馬淵

千僧供町会議所
宮司、自治会長、氏子総
代、長老代表

道造り 御旅所（馬場） 内座長老、氏子総代

祭礼行事打ち合わせ 千僧供町会議所
自治会三役、氏子総代、
組長、改良組合正副



月　日 行事内容 場　所 対象者（役員） 出夫者 備考

5． 14（日） 西来寺

午前 9：00 (依頼)

自治会費徴収 切符作成

（前期分)

6．１１（日）
午前11：00

宮司、自治会長

氏子総代、神宮長老

7． 2（日） 冷泉寺

午後 3：00 (依頼)

7． ９（日）

午前 8：30

7．１６（日）
午前 7:00

午前 9:00 西山墓地清掃 西山墓地 自治会三役、各組長

自治会三役、氏子総代

各組長、改良組合正副

6月～9月 住連坊

　日時未定 　　草刈、清掃

7．２３（日） 自治会三役、氏子総代

午後 7：00 各組長、改良組合正副

子ども会代表

8． ６（日）
午後 5：00

8．16（水） 固定

午後 6：00

8．２７（日）
午前 8:00

自治会三役、氏子総代

9． ３（日） 各組長、改良組合正副

子ども会

9． １０（日） 宮司、巫女、自治会長

午前11：00 氏子総代、内座長老

宮司、巫女、自治会長

氏子総代、神宮長老

9．１７（日） 宮司、巫女、自治会長

午後 2：00 氏子総代、神宮長老

10. 　1（日） 馬渕小学校 予備日

午前 8:30 　　　グラウンド なし

10．15（日） 住連坊法要 住連坊 易行寺、氏子総代、 易行寺

午前10：00 （雨天の場合は 自治会三役、各組長 (依頼)

　　　　易行寺） 改良組合正・副、一般

10．２２（日） 予備日

午前 8:30 なし
町民グランドゴルフ

資料館前広場他
会議所

全町民
(体育推進委員、体育委員
自治会三役、組長)

午後 2：00 馬見岡神社
回り当番１名（馬場）
回り当番１名（堂）

ひまち 岩井明神社
回り当番１名（小川）
回り当番１名（北浦）

八朔 椿神社
第１
日曜

ひまち

椿神社
回り当番１名（西）
回り当番１名（山ノ下）

燈篭木倒し 千僧供町会議所 自治会三役、各組長

組汁作業 各組川堀など 全町民

八朔行事打ち合わせ 千僧供町会議所

燈篭木立て 千僧供町会議所 自治会三役、各組長

午後 5：00 納涼会 千僧供町会議所
回り当番１名（北浦）
回り当番１名（東）

住連坊 当番組員 小川・北浦・六枚橋

午後 1：30 明神社祭礼
宮司、巫女、自治会長
氏子総代、神宮長老
田楽代表

回り当番１名（堂）
回り当番１名（小川）

虫干し 千僧供町会議所 自治会三役

水無月（般若経） 千僧供町会議所 冷泉寺、内座長老 般若経当番２名（馬場組）

明神社の池堀り、
煤払い

岩井明神社

馬見岡神社社守、氏子総
代

回り当番１名（山ノ下）
回り当番１名（馬場）

6月中～下旬

大祓い

椿神社
宮司、自治会長、
氏子総代、内座長老

回り当番１名（北浦）
回り当番１名（東）

午後 2：00 馬見岡神社 回り当番１名（西）

供養塚古墳の供養
その他の古墳供養

供養塚

西来寺、氏子総代、
自治会三役、各組長
改良組合正副、
土地改良役員、一般

学区運動会
全町民 (全学区民)
(体育推進委員、体育委員)



月　日 行事内容 場　所 対象者（役員） 出夫者 備考
10．２２（日） コスモスイベント　　　 まちづくり委員役員

午後1:00 (各種催し開催予定) 会議所他 自治会三役・組長

人権懇談会 同時開催 人権関係委員　他
１１.　４（土） 学区文化祭(搬入)
11.　５（日） 学区文化祭　当日
１１．１２（日）

午前 9：00

11．19（日） 宮司、氏子総代、社守

自治会三役、各組長

改良組合正副、内座長老

自治会費徴収
　（後期分）

12．１７（日） 宮司、自治会長

午前11：00 氏子総代、内座長老

宮司、自治会長

氏子総代、神宮長老

12．２４（日） 椿神社 自治会三役
　　門松準備 左　雄松　　右　　雌松

12．27（水） 年末夜警 千僧供町会議所 自治会三役、各組長

～12．30（土） 午後９：００～１１：００ 町内全域 改良組合正副
椿神社社守、氏子総代
自治会三役、各組長

午後 2：00 改良組合正副
1．１４（日） 神明講 各組
1．２１（日） 冷泉寺

午前10：00 (依頼)

1．29（月） 獅子舞
2.  ４（日） 宮司、氏子総代

午前11：00 祈年祭 椿神社 自治会三役、各組長

改良組合正副、内座長老

2. １１（日）
午後 6：00 千僧供町会議所

～8：00

3．１１（日） 自治会三役、会計監査、
午後 1：30 関係団体

3．１８（日）
午後 6：00

椿神社

大祓い
椿神社

回り当番１名（山ノ下）
回り当番１名（馬場）

注）　行事の期日は確定しているもの以外は予定日であり、回り当番は期日などの変更により変わる場合があります。

会計監査 千僧供町会議所

 新旧役員引継ぎ 千僧供町会議所 自治会三役

般若経当番２名（堂組）

午後 3：00 初湯（湯沸し） 椿神社 宮司、巫女、内座長老
回り当番１名（東）
回り当番１名（西）

般若経 千僧供町会議所 冷泉寺、内座長老

1． ７（日） 初寄り
　　代参くじ

千僧供町会議所
回り当番１名（小川）
回り当番１名（北浦）

回り当番１名（山ノ下）
回り当番１名（馬場）

自治会長など
役員選挙

各組長他、投票立会い、
開票

3． ４（日） 新旧三役会議 千僧供町会議所 自治会三役

午後 5：00～ 冷泉寺寒念仏 町内全域
冷泉寺、自治会長、
氏子総代

午後 2：00 馬見岡神社 回り当番１名（堂）

新嘗祭 椿神社
回り当番１名（東）
回り当番１名（西）午前11：00

12月中旬

馬渕小学校　他 学区民

椿神社清掃 椿神社 全町民


