
新年初祈祷のご案内
厄祓のすすめ
やく　　  はらい

令和２年 厄年・身祝一覧

〈厄年〉 〈身祝〉

※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9年（午） 25歳 平成 8年（子） 26歳 平成 7年（亥）

  41歳 昭和55年（申） 42歳 昭和54年（未） 43歳 昭和53年（午）

  60歳 昭和36年（丑） 61歳 昭和35年（子） 62歳 昭和34年（亥）

 

女

 18歳 平成15年（未） 19歳 平成14年（午） 20歳 平成13年（巳）

  32歳 平成元年（巳） 33歳 昭和63年（辰） 34歳 昭和62年（卯）

  36歳 昭和60年（丑） 37歳 昭和59年（子） 38歳 昭和58年（亥）

  年齢 生まれ年

 還暦 61歳 昭和35年（子）

 古希 70歳 昭和26年（卯）

 喜寿 77歳 昭和19年（申）

 傘寿 80歳 昭和16年（巳）

 米寿 88歳 昭和 8年（酉）

 卒寿 90歳 昭和6年（未）

 白寿 99歳 大正11年（戌）

＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊

　「越中一宮」の名で親しまれる髙瀬神社の大神様「大国主命
（大国様）」は、古来より家内安全・開運招福を掌る「福の神・
結びの神様」として篤い崇敬を集めております。
　全ての災厄を祓い退け、心に平安をもたらす髙瀬の大神様
のご神徳により、ご家族のご安泰とご繁栄、また諸々の願い
ごとが成就するよう祈る「新年初祈祷」を承ります。新しい
年が事故・災難や病気・怪我無く、家族の「絆」が更に強く
結ばれ、幸せな一年となるようお参りしましょう。

厄祓の時期は、一般的に正月から旧正月（節分・立春ごろ）までのなるべく
早い時期と言われています。
是非、初詣の際に合わせてご祈願ください。
又、厄祓祈祷の木札・御守は１年間大切にお持ちください。

大厄の３年間を無事にお過ごしになられましたら、大神様に感謝のお礼参り
をしましょう。
節目の年の良きこと悪しきことなどを神様に奉告し、更なる御加護を
お祈りしましょう。

◎１年間お守りいただいた神宮大麻や神社神札は、感謝をこめて、神社にお納め 
　ください。

越中一宮髙瀬神社

あ



令和２年
１月１日（水）～節分まで
　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につきご奉仕できません。
　１月１日（水）　歳旦祭につき　4：30～ 6：00
　１月３日（金）　元始祭につき　9：30～11：00

このほか、団体参拝などで御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。
また、「節分」以降は通常のご祈祷として受付致します。

●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１年で１番最初の大切なお参りです。
　男性はスーツにネクタイ、女性の場合もあらたまった服装で
　お参りしましょう。  
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神札のまつり方

神札は神棚におまつりしてください。もし神棚がなければ、棚の上などに敷物
を敷き、「南向き」、又は「東向き」におまつりください（最近は現代のイン
テリアに合う、デザイン神棚もあります）。
家と家族を守る「破魔矢」「福熊手」「開運扇」は神棚（神札）近くにお飾りします。

本殿左横・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。

お  ふだ かみだな

祈祷木札・祈祷御守・撤下神饌・福箸など
祈祷木札（中）・祈祷御守・撤下神饌・御神酒・  金幣御守など
祈祷木札（中）・祈祷御守・撤下神饌・福菓子・
御神酒・金幣御守・打出小槌など
祈祷木札（大）・祈祷御守・撤下神饌・福菓子・
御神酒・金幣御守・打出小槌・御神像など
祈祷木札（特大）・祈祷御守・撤下神饌・福菓子・御神酒・
金幣御守・打出小槌（大）・御神像など

  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 ……

髙瀬神社の神様「大国様」は、「福の神・結びの神様」です。
「おはらい」は神道で最も重要視されていることで、心身のケガレを祓い、
清浄になることにより、その人が本来持っているちからを取り戻すことです。
大国様のおちからを授かり、１年間の無事を祈りましょう。

１つのお願いごとに

　5,000円から（予約不要・随時受付）

※30,000円以上は祈祷木札にお名前をお書きします。

一、家内安全・開運招福 ……家族の絆をより強くし、

   全員の安全・健康を祈ります。

一、商売繁昌・社運隆昌 ……商いの繁昌を祈願します。

一、厄　　祓（前厄・本厄・後厄）

 ……厄年一覧表をご覧ください。

一、身　　祝 ……身祝一覧表をご覧ください。

一、身体健全 ……心身ともに健康に過ごせるよう祈ります。

一、病気平癒 ……様々な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） ……神様のご神徳に感謝を申し上げます。

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

一、初 宮 詣 ……お子様の誕生を祝い、健やかな成長を祈ります。

※上記以外の願意も承っておりますので、受付へお申し出ください。
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