移転鎮座祭祭文
こ れの 神床 を清 らか に払 い清め て 今し厳 かにお 遷し申 し改 めてお
鎮ま り下 さい まし た くに とこた ちの みこと をも たりの みこ と く
に さづ ちの みこ と つき よみ のみこ と くもよ みのみ こと かし こね
のみ こと た いし ょく てん のみ こと をふと のべ のみこ と い ざな ぎ
のみ こと い ざなみ のみ こと なる 親神天 理王命 の御 前に慎 んで申 し上
げ ます
親神 様に は 片時も 休み なく親 心深く お働き 下さ います お蔭に より
一 同毎 日明 るく 陽気 に暮 させ て頂き 洵に御 礼の 申しよ うもご ざい ま
せん
殊に は
市
町
番
号の住 居に長 年起き 伏し して
お りま した
家 の 人娘は そ れ／＼ 独立し た世 帯を構 え 一 様
に孫 達に も恵 まれ 皆 幸せ に一日 々々 を送り 迎えさ せて 頂き 親とし
ての喜 びを こよ なく 味わ って おりま すが 何時 しか春 秋を 重ねて 高齢
の 身と なり ました 時 恰も
の 許に 嫁ぎま した長 女
が家 族
一同 の協 力の もと こ こ
市
町
番
号 に主 人
の 名義 にて 新 築の 家屋 をお 与え頂 きまし たと ころ この旬 に
の両 親に 一 緒に住 んで 貰い 遅 ればせ ながら 身近 な世話 どりを して
親孝心の道を辿り度いと申し出られました
全 くこ れに 過ぎ る喜 びは なく 感謝 の涙と 共に元 の親 実の親 なる親
神様 を捧 持し 今日 のよ き日 の只今 心新 たに鎮 座させ て頂 きまし た次第
でございます
今 後は 一層 親神様 を朝 に夕 に拝 し御教 えを心 の定 規とし 世界 一列
を救 ける ため どん な節 の中 も勇 んでお 通り下 され た教祖 のひな がた
を 偲び 今 日の 遷座 を明 日から の飛 石とし て跳躍 台と して 更に地 域
社会 の人 々の ため 真実 の限 りを尽 くし て参り ますが ど うかこ れの講
社を起 点と して な され るた すけ一 条の 道の上 にも倍 旧のお 力添 えを
賜り
家 はもと より 隣家 に住 む
家 家族一 同も含 め人を 救け て
我が 身救 かる 共存 共栄 の実 が こ れの周 辺に 溢れ出 て思召 下さる 陽気
ぐ らし の輪 が広 く大 きく 拡が って参 ります よう お導き の程を 一同と 共
に慎んで御願い申し上げます

