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訪れる皆様をしあわせへと導くように、と願いを込めて名付けられた「しあわせ神社」。
しあわせ（四合せ）の名の通り、４社を合祀し、しあわせ（四合せ）神社となりました。ぜひ、ご家族でお参りにいらしてください。

しあわせ神社の神主＆巫女が厄除けのため
のお祓いツアーをご案内！ご利益もガイ
ドしながらすすめます。

参道の鳥居には、茅（ちがや）という草
で編んだ輪をくぐり心身を清めて災厄を
祓うという「茅の輪くぐり」をご用意し
ます。大きな輪をくぐって、コロナの収
束と無病息災をお祈りしましょう。

しあわせ神社オリジナルのの御朱印、御
守り、絵馬等をご用意しております。花
台でお買い求めいただけますので、ぜひ
お立ち寄りください。
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・入場料　大人800円

・雨天中止

里山の保全費として、大人の方のみ入場料を頂戴します

中止の場合は当日 7/24( 金 )12:00に
三富今昔村 Facebook にてお知らせいたします

北之神宮社 / 天照大御神
あまてらすおおみかみ

とようけのおおみかみ

このはなさくやひめのみこと

おとたちばなひめのみこと

しあわせ神社の一番奥、小高い丘の上に
ある北之神宮社に鎮座されている天照大
御神は、日本の最高神である太陽神。
太陽は自然界すべてを司る存在であるとされ、
国に平和と豊かさを与えてくださいます。

国土安泰、開運、勝運、福徳、所願成就など、
人間全般の事柄を祈念できるとされています。

くぬぎ鎮守神 / 木花咲耶姫命

くぬぎ鎮守神にお祀りする木花咲耶姫
命は、美しい女神様で、富士山をご神
体とする富士山本宮浅間大社の主宰神
として祀られています。サクラの語源
は「木花咲耶姫」からきたともいわれ
ており、山桜をご神木としています。

火難消除、安産、子育ての守護神とし
て崇敬されています。

しあわせ神社 / 豊受大御神
大鳥居を入ってすぐの、しあわせ神社
にお祀りしている豊受大御神は衣食住、
産業の守り神とされ、伊勢神宮の外宮
に鎮座されています。天照大御神のお
食事をつかさどる御饌都神（みけつか
み）として、丹波国から迎えられました。

農業守護、産業振興、厄除け、開運招
福を祈念できるとされています。

苦脱ぎ神社 / 弟橘媛命
苦脱ぎ通りの奥のくぬぎ神社にお祀り
している弟橘媛命は、日本武尊が東国
征伐に向かう途中、妃として夫の使命
達成のために入水することで荒れた海
を鎮め、海を渡ることができたといわ
れています。

弟橘媛命は出世開運、縁結び、商売繁
盛の守護神として崇敬されています。

参加料金：お一人さま　1500円（税込）
＊限定御朱印付き！

三富今昔村‒2020‒0153

夜祭り専用の送迎バスはございませんので、予めご了承ください。

駐車場が満車になり次第、入場制限をさせていただきます。

厄除け参りツアー 茅の輪くぐり 授与品

武州里神楽　石山社中
武州里神楽「石山社中」は、埼玉県新座市で 300 年以上にわたり里神楽
を伝承してきた神楽太夫の一家で、新座市指定無形文化財第１号に指定
されています。神に祈りを捧げ、人には祝福を伝える、日本最古にして
最長の伝統芸能をお楽しみください。

19：00～　第一部　　『神剣幽助』ー五穀豊穣ー
一条天皇より「名剣を打て」との勅命を受けた宗近という刀鍛冶が、稲荷明神
の力を借りて名剣をつくり上げる演目です。
しあわせ神社に祀られるウカノミタマ（稲荷）と、里山にちなんだ天狐（稲荷
明神の使いの聖なる狐）で舞います。

20：00～　第二部　　清め『山神』ーご神饌ー
山の神が里に降りてきて、人々に神の祝福を告げ、禍を祓い清める演目です。
疫病退散、無病息災を願って、ご利益のあるお供物として餅まきも行われます！

里神楽をゆっくりと鑑賞できる予約席をご用意しています。詳細、ご予約は中面をご覧ください。
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ステージくぬぎの森カフェ

自由席

受取口受取口

受取口

自由席

★厄除け参りツアーあります！
(詳しくは裏面へ )

★茅の輪くぐり
( 詳しくは裏面へ )
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本部

夜の

やまゆり鉄道

キッチンカー

のヤマ

のヤマ
のヤマ

PIZZA-GOYA

お土産
ブース

くぬぎの森カフェ

夜祭り当日は、オークリーフが受付となります。交流プラザはクローズしておりますのでご注意ください。

通行禁止

里神楽の演目をグループ（５人ま
で）でゆっくりと鑑賞いただける、
予約席（２ドリンクつき）のご用
意もございます。限定5席ですので、
お早めにご予約ください。

■料金
�席につき �,���円（当日払い）

■ご予約方法
お電話（���-���-����）にて受付

券売機

ごみ
ステーション

通行禁止 通行禁止

入場受付
オークリーフ

1200円 800円

当日会場 MAP

キッチンカー

夜のやまゆり鉄道

とこ PAN

武州里神楽　石山社中

所沢にスティールパンの音を響かせ、
街の音のひとつにしたい！という思い
から「とこ PAN」と名付け活動する、
スティールパン演奏グループ。
ドラム缶から作られた美しい音色で、
しあわせ神社の夜祭りのオープニング
を飾ります！

ステージ紹介

ご予約席について

お土産ブース

自家製天然酵母使用
のパン、里芋のパウ
ンドケーキなどお土
産を販売！

カフェではドリンクとフードを販売。
１日限りの夜祭り限定メニューをお楽しみください！

ミニSLは、一部
ライトアップを行い

「 夜 の 特 別 列 車 」
として運行！
昼間とは違う夜の
里山の景色をお楽
しみください。

ソフトクリームもあるよ！

ファーム野菜の
カレーピザ

●ドリンク ●フード

・レモンソーダ 
・くぬぎの森コーラ
・ジンジャエール
・アイスコーヒー
・ミネラルウォータ
・コーヒー（ＨOT）
・ノンアルビール
・ビール

香り豚のローストポーク チリビーンズ（カンパーニュ添え）

・かき氷
・あんこクリームサンド
・ティラミスサンド

ラーメン出汁の
チャーシューのり巻き

たまごサンド

17:00～20:45（最終入場 20:00）

PIZZA-GOYA

PIZZA-GOYA 横の券売機でチケットを購入

PIZZA-GOYA 横の券売機で
チケットを購入

現金での支払いとなります

現金での支払い
となります

PIZZA-GOYA 横の券売機
でチケットを購入

神に祈りを捧げ、人には祝福を伝え
る、日本最古にして最長の伝統芸能
をお楽しみください。

現金での支払い

・ドリンク
・ソフトクリーム

・ローストポーク
・のり巻き

・チリビーンズ
・たまごサンド
・パン各種

800円
400円

1400円

400円

各 400円
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『神剣幽助』ー五穀豊穣ー

清め「山神』ーご神饌ー

��:��- ツアー➀
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��:��- 里神楽　第二部

タイムテーブル

（※）（※）付（※）付夜祭り受夜祭り受夜祭り受夜祭り受夜祭り受

しあわせ神社
厄除け参り（有料）時間 ステージ 神社 鉄道

キッチンカー
交流

プラザ
森の入場カフェ

ピザ小屋

※��:��までに森の受付を済まされたお客様が��:��からの夜祭りにもご来場される場合は、PASSシールがあればそのまま入場可能です。

��:�� 受付終了

��:��   L.O.

��:�� 最終受付

��:�� CLOSE

��:�� 終了

��:��
スタート

鉄道 ��:�� 発が最終便

FOOD  ��:�� L.O.


