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日本の祭り

貴布禰総本宮貴船神社

~貴船祭り~

全国各地に点在する貴船神社の総本宮、貴布禰総本宮貴船神社。貴船神社は、タカオカミノカミ
を祀る旧官幣中社で、もっぱら祈雨、止雨の神として崇められています。
今回ご紹介する貴船祭りは、毎年 6 月 1 日に行われる最も大切な祭で、貴船神社の例祭です。
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今月の話題

貴船祭り～

～洗濯槽のカビ取り～

湿度が高い季節になると、気になるのがカビ。部屋干し用洗剤の宣伝も耳にする季節です。
部屋干し用洗剤は、従来品より除菌力が高いのですが、洗濯槽の中のカビが衣服についてしまっては、
気持ちよくありません。
対策は、まず洗濯槽にカビが生えにくいように

京都観光研究所 WEB サイトより
こちらの WEB サイトは個人で運営されているもので、お祭りの内容を保証するものではありません。

洗い終わった洗濯物はできるだけ早く取り出す
1.

洗濯機の蓋を開けておく

2.

たまに洗濯槽の掃除をする

11 時から始まる本宮での神乙女舞は、一般の方は見れないらしく、昼からの御神輿の練り歩き、
がおススメです。

洗濯槽の掃除方法はインターネットで詳しく紹介されていますので、ぜひググってみて下さい。

大人も参加できる子供千度詣、餅まき、奥宮の神楽を一連で楽しむ方が多いようです。
昨年の来場者は 2000 人程度。もともと、奥まった場所で狭いうえ、今年は 6 月 1 日が土曜日とい
うこともあり、盛況になるかもしれません。神社に駐車場がほとんどないので、公共交通機関で行
くようにして下さいね！気温が低いところなので、一枚上着を持っていくと良いですよ。

洗濯槽のお掃除ポイントは、酸素系漂白剤でカビを除去することです。酵素系漂白剤は、殺菌作用に
加え、カビを細かい気泡で剥離させます。次にクエン酸で石鹸カスを落とし、カビが生えにくくするとさ

所在地： 〒601-1112 京都府京都市左京区鞍馬貴船町 180

らに効果が上がります。

アクセス：叡山電車「貴船口」駅下車 京都バス（33 番）に乗り換え「貴船」下車

注意点は、アルカリ性の酸素系漂白剤と酸性のクエン酸を混ぜてはいけません。中和されてしまい効

※貴船下車、貴船神社までは徒歩約 5 分

果が無くなるので、面倒でも別々の作業にしてくださいね。
貴船神社の公式 WEB サイトはこちらの QR コードからアクセスできます

それから、お湯を使うと効果

UP↑。酸素系漂白剤もクエン酸もお湯に溶かすと反応が良

くなりますし、50℃のお湯はカビを殺します。
普段から、50℃のお湯で洗濯をしたり、洗濯に酸素系漂白剤、すすぎにクエン酸

貴船神社のあたりは、川床で有名なところです。
貴船祭りに参加できなくてもぜひ行ってみて下さい！

を使っていると、洗濯槽にカビが生えていないという方もいるそうです。ただし、
洗濯機の種類によってはお湯が使えないものもあるので、必ず洗濯機メーカーに何
度のお湯まで使って良いか、確認して下さいね！

acworksさんによる写真 ACからの写真

ネギの調整作業

パート募集

9 月～3 月

この度、新しく農業事業を開設しました。
■計画的で魅力ある農業を目指しています
当社の農業事業では、
「ネギ」をメインに、耕作放棄地を積極的に活用し、美味しい野菜づくりと地域の活性化に
取り組んでいます。

建築知識

～ビニールクロスに色を塗って美しく模様替え～

～ 3 月号で内壁に思い切った色を使った実例を

インターネットで塗り方紹介をしているサイ

住人はとても気に入って使っておられます。日本

トもあります。塗り壁に塗装する方法も出ている

では、改修は建築屋さんに頼むのが普通ですが、 ので、皆さんもぜひ挑戦してみましょう！
欧米では家族構成の変化に応じて家を買い替え
るのが一般で、高く売れるように自分で家を手入

新事業開設に伴い、パートの方を募集しています。

注意！

決してインターネットだけで色を選

んではいけません。コンピューターで表示される

れします。壁を美しく塗装し直すのもその一環。 色は実際の色と異なりますので、必ず色見本を見

■調整とは？？

今貼ってあるビニールクロスの上から塗装し

てから決めて下さい。
～塗り方紹介 Website～

て壁の色を塗り替える上で 2 つのポイントがあ
ります。1 つはローラー塗装です。1938 年にア
４
枚
残
し

58cm で切る
(根葉切り機)

ターナー色彩
ペイントの種類が豊富

メリカで発明されたローラー塗装法は DIY を変

選 別

えたと言われるほど効果的でした。実際、壁の塗

皮
む
き

箱詰め

装を刷毛でやってみるとむらなく塗るのはかな
り難しいのですが、ローラー塗装だと実に簡単。
基本的なペンキの塗り方

これによって世界中で居住者が部屋の壁にペイ
■募集要項
勤務時間

時給

出勤日数

8： 00～ 18： 00

810 円～

都合の良い時間
1 日 4 時間以上

6： 00～ 8： 00

1,000 円

週 3 日以上

－

18：00～20：00

1,000 円

週 3 日以上

－

ントを塗って模様替えをすることが一般化しま

休憩時間

10 時・15 時
昼休み

した。もう 1 つは、日本でも「ターナー色彩」社

各 30 分
1 時間

ペイントが出来たことです。

＊農業部事務所：群馬県みどり市大間々町大間々258-1

TEL：0277-73-4850
お電話お待ちしております！

ビニルクロス壁への塗り方

などが先駆してビニールクロスの上から塗れる

担当：西條

辛口 コラム

～はしかの免疫、大丈夫？～

この春、大阪府内で院内感染で医師を含む 10

05 年までは 1 回接種でその補強のため 08～12

ハイブリッドソーラーハウスと太陽光発電

人がはしかにかかり、過去 10 年で最多のケース

年まで中学一年と高校 3 年生に補足の定期接種が

とか。世界保健機構 WHO は、はしか（麻疹）が

されました。なお 88～92 年に採用された MMR ワ

屋根に取り付けてあるパネル。一見どのパネルを見ても同じに見えますが、実は大きく分けて二種類あります。

今年年初 3 ヵ月で昨年同時期の 4 倍に増えたと警

クチンのオタフク風邪ワクチンによる髄膜炎が問

鐘を鳴らしています。アフリカでは 7 倍、マダガ

題となりこれを避け接種を受けなかった人もいる

スカルでは半年で 800 人が死亡、ヨーロッパでも

かもしれません。結局、77 年以前は接種を受けな

2018 年には 3 倍になりました。はしかが世界的に

かった人が多いけれど流行に感染して免疫を持っ

勢いを取り戻している懸念があります。

ている人も多い。77～90 年生まれは 1 回接種のう

ハイブリッドソーラーハウス
太陽熱を利用。春から秋までの約 8 か月間は、太陽の熱を利用してお湯を作ります。秋口
から春先までの約 4 か月間は、太陽熱を利用して家全体を全館床暖房で温めます。これに
より、どんなに外気温が低くても、家の中の温度は 20℃から 22℃の間に保たれますので、
とても心地よい空間で生活ができます。
メリット
・給湯費を大幅に削減

・温度差を感じない快適住空間

・輻射熱を利用するので空気がきれい

など

日本では 1966 年ワクチン接種が始まりました
が任意接種でした。78 年からは予防接種法が適用

をした人は

され定期接種されることになりました。これは法

80％以下のようです。

に基づき市町村主体で実施されるもので低負担か

太陽光発電
太陽の光をパネルに集めてそれを電力に変換することにより、普段使用する電気代を
賄うことができます。
メリット
・電気代の削減 ・余った電気は売ることができる
・災害のときなどの停電時にも電気を使える

など

え補足接種対象外なので危険性が高い。2 回接種

その後は大丈夫。なお生

無償で行われます。06 年からは 1～2 歳児と就学

まれた年は学校と同じく

の前年との 2 回接種になりました。1 回目では 5%

4 月 1 日を境にします。

の人に免疫ができないこと、時間の経過で免疫が

不安な人は医院で 3 千円

弱化した人の補強、1 回目を受けそびれた人のた

ほど払って免疫検査をし

めに必要だからです。

て貰うと良いでしょう。

