
● 里山保全費として、大人の方のみ８００円（税込）を頂戴します。
● 数に限りがありますが、「夜のやまゆり鉄道」切符付保全費９００円（税込）
    もございます。
● 会場は、自然を体験していただく里山です。動きやすい服や靴など、森に適
　 した服装でお越しください。
● 環境保全のため、ごみの分別にご協力ください。また、オムツ交換等で発生
 　したごみはお持ち帰りをお願いいたします。
● 会場への飲食の持ち込みはご遠慮ください。
● 夜祭りの専用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。
● わんちゃんの入村も可能ですが、リードをつけ、決められたルール に従って
　 入村ください。

注意事項

関越自動車道「所沢 IC」よりお越しの場合、国道���号線浦和所沢
バイパス、県道所沢堀兼狭山線を経由して約 ��分程です。

（休村日を除く）休村日：火曜日

山桜をご神木とする「ヤマ」の守り神・木花咲耶姫、

日本人の心のふるさとである天照大御神、出世開運の

神とされる弟橘媛命、五穀豊穣の神・豊受大御神を迎え、

四社を合祀し、ここを訪れる人々をしあわせ（四合せ）

へ導く地としてしあわせ神社は命名されました。

地域の方にしあわせ神社に参拝いただき、コロナ収束

を願う疫病退散、害虫や自然災害から作物を守る五穀

豊穣を祈願する一夜とし、今年の夜祭りを開催いたし

ます。しあわせ神社の夜祭りは、古き良き時代のゆっ

たりとした時間が流れます。人と人との触れ合いが温

かく、心も包んでくれるしあわせ神社の夜祭りにお誘

いあわせの上ぜひ、ご参加ください。

除災招福祈願

和太鼓
古来より、太鼓を依り代に神様が降りてくるとされ、 

その根底には五穀豊穣を願う日本人のこころがあり、先人たちは、
和太鼓の音を神様の音として聴いていた、といいます。

今年のしあわせ神社の夜祭りは、五穀豊穣、疫病退散を強く願い、
里山に響き渡る和太鼓の音に込めて神様に届けます。

19:00 前後より第一部

第二部 20:00 前後より
※当日の状況により時間変更もございます。

和太鼓演奏　中嶋 初穂

（日）2022.7.24
17:00 ～ 20:30 

最終入場 20:00
当日の三富今昔村の開村時間は

通常より１時間遅い
【11：00 開村】となります

三
富
今
昔
村

　

し
あ
わ
せ
神
社

夜
祭
り

里山の風に響け
しあわせ神社の神様にの願いを込めて

Yoasobi のあの名曲、みんな大好きなアニメ挿入歌
～注目のヒットメドレーの演奏でオープニングを

盛り上げていただきます

2021 年 2月、三芳ウインドに所属するフルート吹き、
Mio、Rico、Kana、Sayaka の 4人によって結成されたユニット。

Mrks フルートカルテット
夜祭りのオープニングは華やかに♪

17:00 前後よりオープニング演奏

フルート演奏　Mrks

厄除け詣りツアー 茅の輪くぐり 授与品

❶ ❷

❸ ❹

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！

※参加チケットは券売機でお買い求めください

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御朱印、しあ
わせ神社御守り、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。

��:��～／ ��:��～
「集のヤマ」

大鳥居前に集合

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。

お一人さま
1,500円（税込）

参加料金

限定御朱印付き！



ステージ紹介

縁日 / わなげ・他

わなげができる小さな縁日エリ
アもございます。
わなげにチャレンジして、おい
しい景品をゲットしましょう♪

古来より、太鼓を依り代に神様が降りてくるとされ、 その根底には五穀豊穣を
願う日本人のこころがあり、先人たちは、和太鼓の音を神様の音として聴い
ていた、といいます。
今年のしあわせ神社の夜祭りは、五穀豊穣、疫病退散を強く願い、里山に響
き渡る和太鼓の音に込めて神様に届けます。

三芳ウインドに所属するフルート吹き、Mio、Rico、Kana、Sayakaの4人によっ
て結成されたユニット。ジャンルを問わずポップスからクラシックまで様々
な曲を演奏している。しあわせ神社の夜祭りのオープニングを飾ります！

活動のメインである YouTube の動画投稿では、
現在リクエスト曲を募集中。YouTube チャンネルはこちらから→

��:��-Mrks  オープニング演奏

��:��- 和太鼓　第一部
��:��- ツアー➀

��:�� オークリーフにて
夜祭り受付（※）

��:��- ツアー➁

��:��- 和太鼓　第二部

タイムテーブル
しあわせ神社

厄除け詣り（有料）時間 ステージ 神社 鉄道 森の入場
カフェ

ピザ
キッチンカー

※��:��までに森の受付を済まされたお客様が��:��からの夜祭り（夜の部）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 ＊鉄道 ��:�� 発が最終便

��:��

��:��

��:��

��:��

��:��

��:��

��:��

��:�� L.O.

・・・昼の部（��:��～��:��） ・・・夜の部（��:��～��:��）

やまゆり

夜のやまゆり鉄道

お土産販売
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！

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！

※和太鼓の上演中は運休となります

※乗車のための整理券を確保して
　ご乗車ください

現金でのお支払い

和太鼓演奏　中嶋 初穂

Mrks

ノンフライスパイシーチキン

くぬぎの森カフェ 

石坂オーガニックファーム小麦をつかった
お好み焼き

くぬぎの森カフェ 

かき氷
（レモン / ブルーベリー）

キッチンカー

ソフトクリームオリジナルドリンク
アルコール（各種）

香り豚の肩ロース煮と平飼い卵とファームの青
菜とポートリーの平飼い卵と海老、自社農園の

有機野菜をハーフ＆ハーフで巻物に

平飼いたまごのたまごサンド

くぬぎの森カフェ 

ファーム野菜入り焼きそばパン

くぬぎの森カフェ 

お肉を使わないビーガンバーガー

フードメニュー １日限りの夜祭り限定メニューをお楽しみください！

・・・券売機（現金）でのお支払い

・・・受取口にて現金でのお支払い

・・・キッチンカーにて現金での
        お支払い

くぬぎの森カフェ

薪焼き OrganicPizza

キッチンカー

ラストオーダーは【��:��】となります

マルゲリータ

薪焼き OrganicPizza

ファーム野菜の
窯焼きグリルボロネーゼ

薪焼き OrganicPizza

交流
プラザ

��:��   L.O.
��:��   CLOSE

縁日

※１回につき500円（税込）

和太鼓演奏を間近で鑑賞できる、
予約席をご用意。

【必予約】
特別鑑賞ご予約席

■定員：限定20テーブル
（１テーブル /４名様まで）
■料金：1テーブル3,000円 (税込 )　
※１テーブル /2ドリンク付き

YM20220628

×
× ×

ステージくぬぎの森カフェ

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 )

❶

❷

❸

❹

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

薪焼き
Organic Pizza

お土産
ブース

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

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

縁日エリア

当日会場 MAP 17:00～20:30（最終入場 20:00）

・ドリンク
・ソフトクリーム

・お好み焼き
・スパイシーチキン

・焼きそばパン
・たまごサンド
・サステナブルバーガー
・のり巻き
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