
越中一宮 髙瀬神社

新型コロナウイルス感染予防への取り組みに
ご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染予防への取り組みに
ご協力をお願いします。
・発熱、体調不良の方はご遠慮ください。
・マスク着用にてお越しください。
・入口の消毒用アルコールをご利用ください（手先の除菌）。
・拝殿内は定期的に換気しておりますので、暖かい服装でご参拝ください。
　（次亜塩素酸空間除菌脱臭機設置）
・前後左右の方との間隔をあけてお座りください。

御祭神　大国主大神
～福の神・結びの神・医薬医療の神～

おお くに  ぬしのおお かみ

LINEの「友だち追加」から「ID検索」または
「QRコード」で登録してください。
お名前・お問い合わせ内容をお送りください。
こちらより追ってご連絡させていただきます。

※お気軽にお問い合わせください。 LINEで簡単お問い合わせ

社務所 ID:＠280kwrzx
髙瀬神社LINE公式アカウント

厄祓のすすめ
やく　　ばらい

一、厄祓の時期
厄祓の時期は、一般的に正月から旧正月（節分・立春ごろ）までといわれて
います。初詣にご祈願されるのが望ましいのですが、本年も新型コロナウイルス
感染防止のため、分散してお参り下さい。

二、神様への感謝（お礼参り）
大厄の３年間を無事にお過ごしになられましたら、この間の良きこと悪しき
ことなどを神様に奉告し、感謝のお礼参りをしましょう。
きっと更なる御加護がいただけることでしょう。

◎１年間お守りいただいた厄祓の祈祷神符・お守りや神宮大麻・　　　　　　
　神社神札などは、感謝をこめて神社に納めましょう。

やく ばらい

れい  まい

あ

けが

「おはらい」は神道で最も大切にされており、心身の穢れを祓い清浄になること
で、その人が本来持っている「ちから」を取り戻すという意味があります。

令和５年 厄年・身祝一覧
〈厄年〉数え年 〈身祝〉数え年

※数え年とは、満年齢に誕生日前には２歳、誕生日後には１歳を加えた年齢です。 ※男女ともに祝います。
＊…この年を厄とする地域もあります。

  前　厄 本　厄 後　厄 

 

男

 24歳 平成12年（辰） 25歳 平成11年（卯） 26歳 平成10年（寅） 

  41歳 昭和58年（亥） 42歳 昭和57年（戌） 43歳 昭和56年（酉） 

  60歳 昭和39年（辰） 61歳 昭和38年（卯） 62歳 昭和37年（寅） 

 

女

 18歳 平成18年（戌） 19歳 平成17年（酉） 20歳 平成16年（申） 

  32歳 平成 4年（申） 33歳 平成3年（未） 34歳 平成 2年（午） 

  36歳 昭和63年（辰） 37歳 昭和62年（卯） 38歳 昭和61年（寅） 

  年齢 生まれ年

 還暦 61歳 昭和38年（卯）

 古希 70歳 昭和29年（午）

 喜寿 77歳 昭和22年（亥）

 傘寿 80歳 昭和19年（申）

 米寿 88歳 昭和11年（子）

 卒寿 90歳 昭和9年（戌）

 白寿 99歳 大正14年（丑）

＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊

新年初祈祷のご案内

感染症予防対策として拝礼（おまいり）は「紅白御幣」を御神前に供えて行い、
拝礼後お持ち帰りいただきます。　　　　　　      

いち いち

一年の計は元旦にあり・一年の始まりは「越中一宮」から
えっ ちゅういちのみや

大国様ゆかりの卯年の始まりにご祈祷をお受けになり、
この年の平穏無事と諸願成就をお祈りしましょう。
　　　　　　      

令和五年は十二年に一度の卯年。

なでうさぎ

福うさぎ守り



ただし、下記の時間帯は祭典奉仕中につき受付できません。
　１月１日（日）  歳旦祭斎行  4：30～ 6：00
　１月３日（火）  元始祭斎行  9：30～11：00

このほか、団体参拝などで本殿にお入りいただけない場合もありますので、
参拝日時が決まりましたら一度お問い合わせください。（☎0763-82-0932）
また、「節分」以降は通常のご祈祷として受付致します。
「１家族５名程度」でお越し願います。
ご祈祷は新型コロナウイルス感染防止のため参列人数の制限にご協力願います。

●祈祷料は「のし袋」に入れて、表面上部に「初穂料」、又は「玉串料」と書き、
下部に氏名を書きます。

●御神酒をお供えする場合は「のし紙」上部に「奉献」、又は「献酒」と書き、
下部に氏名を書いて箱、又はビンに巻きます。

●「新年初祈祷」は御神前で前年の感謝を伝え、新年の幸せと平穏無事を
お願いする大切なお参りです。男性、女性ともにあらたまった服装でお参り
しましょう。 ｠

願
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い
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）

神札は神棚におまつりしてください。神棚が無い場合は、目線より高い場所
（タンス）などの上に敷物を敷き、「南向き」又は「東向き」におまつりして
ください（最近は現代インテリアに合う、デザイン神棚もあります）。
縁起物の「破魔矢」「熊手」「開運扇」などは神棚（神札）近くにお飾りします。

お  ふだ かみだな

大国主大神（大国様）のご神徳（おちから）
おお  くに  ぬしのおお  かみ だい  こく   さま 　　 しん   とく

１つの願意につき 5,000円から

※30,000円以上は祈祷神符にお名前をお書きします。
・祈祷神符とは、新年の祈りを込めた特別なお札です。
・撤下神饌とは、お供え物のお下がりのことです。
　神様からの頂き物として感謝の心でお召し上がり
　ください。

一、家内安全・開運招福 ……家族の絆を深め、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　暮らしの安全と家族一同の幸福を祈ります。

一、商売繁昌・社運隆昌 ……商いが広がり益々の繁昌と社員の健康を祈願します。
一、厄　　祓（前厄・本厄・後厄）
 ……家庭や仕事、身体的にも変化の多い厄年、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　お祓いを受けて無事を祈ります（厄年一覧表参照）。

一、身　　祝 ……それぞれの年齢まで無事に過ごせたことに感謝し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　更なるご加護を祈ります（身祝一覧表参照）。

一、身体健全 ……「健体康心」心身ともに健康に過ごせるよう祈ります。

一、病気平癒 ……病気のすみやかな快癒を祈ります。

一、合格祈願・就職成就 ……入学、資格試験などの合格を祈ります。
一、学業成就 ……日々勉学に励み、学力が向上するように祈ります。

一、神恩奉賽（お礼参り） ……日頃神様からいただいているご神徳に感謝します。
一、交通安全 ……交通事故など災いが起こらないように安全を祈ります。

一、旅行安全 ……旅行中、トラブルなど無く、良い旅となるよう祈ります。

一、良縁成就 ……良いご縁に恵まれるよう祈ります。

一、結婚奉告 ……結婚を神様に奉告し、更なる幸せを祈ります。

一、子宝成就 ……子供が授かるよう祈ります。

一、安産成就 ……母体の安全と無事に出産されることを祈ります。
 　　腹帯をお持ちください。

一、初 宮 詣 ……お子様の誕生を祝い、健やかな成長を祈ります。

※上記以外の願意も受付ておりますので、お申し出ください。

大国主大神は、人々の生活が豊かになるよう、越中の国をはじめ
日本国内を開拓された神様です。
衣・食・住をはじめ、農業、産業、医療など、暮らしの基礎を
つかさどる大国様のご神徳をいただき、新しい年を幸多き
佳き年にしましょう。
１月１日～７日まで、大国様の特別な福をいただく「宝願
小槌」による「小槌の儀」を行います。

ほうがん

こ  づち       ぎ こ  づち

神札のまつり方
お　 ふだ

※宝願小槌……宝を出し、願いをかなえる小槌。

令和 5年（卯年）
１月１日（日）～節分 まで
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本殿左側・ご祈祷入り口よりお入りいただき、受付で「申込用紙」にお名前・ご住所
などをご記入の上、祈祷料・お供え物（御神酒など）を添えてお申し込みください。

5,000円以上  ……
10,000円以上  ……
20,000円以上  ……

30,000円以上  ……

50,000円以上  ……

祈祷神符・お守り・撤下神饌・福箸など
祈祷神符（中）・お守り・撤下神饌・御神酒・金幣お守りなど
祈祷神符（中）・お守り・撤下神饌・福菓子・御神酒・
金幣お守り・打出の小槌など
祈祷神符（大）・お守り・撤下神饌・福菓子・御神酒・
金幣お守り・打出の小槌・御神像など
祈祷神符（特大）・お守り・撤下神饌・福菓子・御神酒・
金幣お守り・打出の小槌（大）・御神像など

予約不要
随時受付

新年初祈祷をお申し込みの方は……

しあわせ

9：00～16：30 まで
 （元旦は0：00～18：00まで）



ただし、下記の時間帯は祭典奉仕中につき受付できません。
　１月１日（日）  歳旦祭斎行  4：30～ 6：00
　１月３日（火）  元始祭斎行  9：30～11：00

このほか、団体参拝などで本殿にお入りいただけない場合もありますので、
参拝日時が決まりましたら一度お問い合わせください。（☎0763-82-0932）
また、「節分」以降は通常のご祈祷として受付致します。
「１家族５名程度」でお越し願います。
ご祈祷は新型コロナウイルス感染防止のため参列人数の制限にご協力願います。

●祈祷料は「のし袋」に入れて、表面上部に「初穂料」、又は「玉串料」と書き、
下部に氏名を書きます。

●御神酒をお供えする場合は「のし紙」上部に「奉献」、又は「献酒」と書き、
下部に氏名を書いて箱、又はビンに巻きます。

●「新年初祈祷」は御神前で前年の感謝を伝え、新年の幸せと平穏無事を
お願いする大切なお参りです。男性、女性ともにあらたまった服装でお参り
しましょう。 ｠

願
意
（
お
ね
が
い
ご
と
）

神札は神棚におまつりしてください。神棚が無い場合は、目線より高い場所
（タンス）などの上に敷物を敷き、「南向き」又は「東向き」におまつりして
ください（最近は現代インテリアに合う、デザイン神棚もあります）。
縁起物の「破魔矢」「熊手」「開運扇」などは神棚（神札）近くにお飾りします。

お  ふだ かみだな

大国主大神（大国様）のご神徳（おちから）
おお  くに  ぬしのおお  かみ だい  こく   さま 　　 しん   とく

１つの願意につき 5,000円から

※30,000円以上は祈祷神符にお名前をお書きします。
・祈祷神符とは、新年の祈りを込めた特別なお札です。
・撤下神饌とは、お供え物のお下がりのことです。
　神様からの頂き物として感謝の心でお召し上がり
　ください。

一、家内安全・開運招福 ……家族の絆を深め、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　暮らしの安全と家族一同の幸福を祈ります。

一、商売繁昌・社運隆昌 ……商いが広がり益々の繁昌と社員の健康を祈願します。
一、厄　　祓（前厄・本厄・後厄）
 ……家庭や仕事、身体的にも変化の多い厄年、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　お祓いを受けて無事を祈ります（厄年一覧表参照）。

一、身　　祝 ……それぞれの年齢まで無事に過ごせたことに感謝し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　更なるご加護を祈ります（身祝一覧表参照）。

一、身体健全 ……「健体康心」心身ともに健康に過ごせるよう祈ります。

一、病気平癒 ……病気のすみやかな快癒を祈ります。

一、合格祈願・就職成就 ……入学、資格試験などの合格を祈ります。
一、学業成就 ……日々勉学に励み、学力が向上するように祈ります。

一、神恩奉賽（お礼参り） ……日頃神様からいただいているご神徳に感謝します。
一、交通安全 ……交通事故など災いが起こらないように安全を祈ります。

一、旅行安全 ……旅行中、トラブルなど無く、良い旅となるよう祈ります。

一、良縁成就 ……良いご縁に恵まれるよう祈ります。

一、結婚奉告 ……結婚を神様に奉告し、更なる幸せを祈ります。

一、子宝成就 ……子供が授かるよう祈ります。

一、安産成就 ……母体の安全と無事に出産されることを祈ります。
 　　腹帯をお持ちください。

一、初 宮 詣 ……お子様の誕生を祝い、健やかな成長を祈ります。

※上記以外の願意も受付ておりますので、お申し出ください。

大国主大神は、人々の生活が豊かになるよう、越中の国をはじめ
日本国内を開拓された神様です。
衣・食・住をはじめ、農業、産業、医療など、暮らしの基礎を
つかさどる大国様のご神徳をいただき、新しい年を幸多き
佳き年にしましょう。
１月１日～７日まで、大国様の特別な福をいただく「宝願
小槌」による「小槌の儀」を行います。

ほうがん

こ  づち       ぎ こ  づち

神札のまつり方
お　 ふだ

※宝願小槌……宝を出し、願いをかなえる小槌。

令和 5年（卯年）
１月１日（日）～節分 まで

準
備
品
・
心
構
え

祈
祷
料
・
撤
下
品

受

　
　付

本殿左側・ご祈祷入り口よりお入りいただき、受付で「申込用紙」にお名前・ご住所
などをご記入の上、祈祷料・お供え物（御神酒など）を添えてお申し込みください。

5,000円以上  ……
10,000円以上  ……
20,000円以上  ……

30,000円以上  ……

50,000円以上  ……

祈祷神符・お守り・撤下神饌・福箸など
祈祷神符（中）・お守り・撤下神饌・御神酒・金幣お守りなど
祈祷神符（中）・お守り・撤下神饌・福菓子・御神酒・
金幣お守り・打出の小槌など
祈祷神符（大）・お守り・撤下神饌・福菓子・御神酒・
金幣お守り・打出の小槌・御神像など
祈祷神符（特大）・お守り・撤下神饌・福菓子・御神酒・
金幣お守り・打出の小槌（大）・御神像など

予約不要
随時受付

新年初祈祷をお申し込みの方は……

しあわせ

9：00～16：30 まで
 （元旦は0：00～18：00まで）



越中一宮 髙瀬神社

新型コロナウイルス感染予防への取り組みに
ご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染予防への取り組みに
ご協力をお願いします。
・発熱、体調不良の方はご遠慮ください。
・マスク着用にてお越しください。
・入口の消毒用アルコールをご利用ください（手先の除菌）。
・拝殿内は定期的に換気しておりますので、暖かい服装でご参拝ください。
　（次亜塩素酸空間除菌脱臭機設置）
・前後左右の方との間隔をあけてお座りください。

御祭神　大国主大神
～福の神・結びの神・医薬医療の神～

おお くに  ぬしのおお かみ

LINEの「友だち追加」から「ID検索」または
「QRコード」で登録してください。
お名前・お問い合わせ内容をお送りください。
こちらより追ってご連絡させていただきます。

※お気軽にお問い合わせください。 LINEで簡単お問い合わせ

社務所 ID:＠280kwrzx
髙瀬神社LINE公式アカウント

厄祓のすすめ
やく　　ばらい

一、厄祓の時期
厄祓の時期は、一般的に正月から旧正月（節分・立春ごろ）までといわれて
います。初詣にご祈願されるのが望ましいのですが、本年も新型コロナウイルス
感染防止のため、分散してお参り下さい。

二、神様への感謝（お礼参り）
大厄の３年間を無事にお過ごしになられましたら、この間の良きこと悪しき
ことなどを神様に奉告し、感謝のお礼参りをしましょう。
きっと更なる御加護がいただけることでしょう。

◎１年間お守りいただいた厄祓の祈祷神符・お守りや神宮大麻・　　　　　　
　神社神札などは、感謝をこめて神社に納めましょう。

やく ばらい

れい  まい

あ

けが

「おはらい」は神道で最も大切にされており、心身の穢れを祓い清浄になること
で、その人が本来持っている「ちから」を取り戻すという意味があります。

令和５年 厄年・身祝一覧
〈厄年〉数え年 〈身祝〉数え年

※数え年とは、満年齢に誕生日前には２歳、誕生日後には１歳を加えた年齢です。 ※男女ともに祝います。
＊…この年を厄とする地域もあります。

  前　厄 本　厄 後　厄 

 

男

 24歳 平成12年（辰） 25歳 平成11年（卯） 26歳 平成10年（寅） 

  41歳 昭和58年（亥） 42歳 昭和57年（戌） 43歳 昭和56年（酉） 

  60歳 昭和39年（辰） 61歳 昭和38年（卯） 62歳 昭和37年（寅） 

 

女

 18歳 平成18年（戌） 19歳 平成17年（酉） 20歳 平成16年（申） 

  32歳 平成 4年（申） 33歳 平成3年（未） 34歳 平成 2年（午） 

  36歳 昭和63年（辰） 37歳 昭和62年（卯） 38歳 昭和61年（寅） 

  年齢 生まれ年

 還暦 61歳 昭和38年（卯）

 古希 70歳 昭和29年（午）

 喜寿 77歳 昭和22年（亥）

 傘寿 80歳 昭和19年（申）

 米寿 88歳 昭和11年（子）

 卒寿 90歳 昭和9年（戌）

 白寿 99歳 大正14年（丑）

＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊

新年初祈祷のご案内

感染症予防対策として拝礼（おまいり）は「紅白御幣」を御神前に供えて行い、
拝礼後お持ち帰りいただきます。　　　　　　      

いち いち

一年の計は元旦にあり・一年の始まりは「越中一宮」から
えっ ちゅういちのみや

大国様ゆかりの卯年の始まりにご祈祷をお受けになり、
この年の平穏無事と諸願成就をお祈りしましょう。
　　　　　　      

令和五年は十二年に一度の卯年。

なでうさぎ

福うさぎ守り


