
2    0    1   8

VOL.53

　杷木久喜宮の日
吉神社は、滋賀県の
坂本にある日吉大
社より勧請しまし
た。数か所を遷座し

ながら現在地に鎮座しています。地元では山王様と呼ばれ
親しまれて、御神幸の間も猿と呼ばれる子どもたちが元気
に神輿の周りを走り回ります。
　この度は地域の人口減少に伴って、従来の祭礼にも影響
が出始め、様々な工夫をしながら祭の運営を模索していた
矢先の災害でした。獅子やお供の毛槍を担当する地域の被
害も甚大で、残念ながら今回の御神幸は中止しています。
　今後、祭の運営は一段と厳しさを増しますが、地元の産
土神として地域の協力を仰ぎながら、復興への願いを込め
て、御神幸が再開できるよう努力して参ります。

「御神幸祭」

日吉神社（福岡県朝倉市杷木久喜宮）

賛助会員に対する「暴力団
排除セミナー」を開催して
います。
同セミナーでは、現在の暴
力団情勢や民事介入暴力
に対する対応要領等を講
習しているので、皆様のご
入会をお待ちしています。

日吉神社















平成２９年も各地で暴力団追放の
機運が高まりました。

地域・職域における暴追大会及び
暴排研修等は次のとおりです。

地域・職域の
暴排活動状況
地域・職域の
暴排活動状況 ７月６日

７月８日

７月１２日

７月１４日

７月１４日

７月２６日

７月２６日

７月２６日

８月２日

　

８月９日

８月９日

８月９日

８月２１日

８月２３日

８月３１日

９月２０日

９月２２日

１０月７日

１０月１１日

１０月２６日

１０月２６日

●筑紫野市暴力追放推進市民大会

●暴力追放・地域安全東区民大会

●福岡商工会議所 暴排研修

●(株)富士ピーエス暴排研修会

●福岡県銀行協会反社会的勢力排除研修会

●福岡県ゴルフ場暴力団等排除・
　防犯連絡協議会総会

●三菱電機エンジニアリング（株）
　暴排研修

●九州林産（株）暴排研修

●福岡県健康医療介護部介護保険課 
　暴排研修

●荏原製作所 暴排研修

●（株）イズミ 暴排研修

●ヤフオクドーム・ソフトバンクホークス
　暴排連絡協議会

●一般財団法人福岡コンベンションセンター 
　暴排教養

●九州三菱自動車販売（株）暴排研修

●荏原製作所 反社会的勢力対策部会

●早良・城南暴力団追放市民決起大会

●福岡市医師会防犯連絡協議会総会

●安全安心まちづくり県民の集いふくおか

●三菱電機ビルテクノサービス 暴排教養

●福岡高速道路工事暴力団等介入排除対策会議

●福岡高速道路工事暴力団等追放大会

７月２５日

８月１８日

１０月２４日

１１月２０日

１２月１日

１２月１日

●響灘工業団地暴力追放連絡協議会総会
●北九州市民暴力追放総決起大会

●北九州高速道路工事暴力団等介入排除対策会議
●中間市暴力追放市民集会・
　中間市防犯大会

●宅建建物取引業協会北九州支部 暴排講習
●若松区暴力追放総決起大会

10月4日

10月5日

11月14日

１１月19日

●飯塚地区暴力追放・安全・安心
　まちづくり住民総決起大会

●暴力追放！地域安全推進住民総決起大会（宮若市）
●田川地区暴力団等追放総決起大会

●糸田町暴力等追放町民大会

７月１日

１０月２６日

１２月１日

●暴力団追放！地域決起会議（筑後地区）
　大牟田市暴力団追放市民総決起大会

●(株)コメリ九州地区本部 暴排研修
●久留米市暴力団壊滅市民総決起大会

１０月３１日

１１月７日

１１月８日

１１月８日

１１月９日

１１月９日

１１月１０日

１１月２０日

１１月２２日

１１月２８日

１２月５日

１２月１０日

１２月１３日

●暴力団追放！地域決起会議（福岡地区）

　糸島市安全安心まちづくり推進大会

●三井住友トラスト・
　パナソニックファイナンス(株)
　九州支店暴排研修

●福岡県庁 暴排研修

●ＪＡ共済連福岡 審査員養成研修会

●暴力追放福岡市民大会

●全社連暴力団等排除対策協議会

●日本たばこ産業（株）九州支社 
　企業防衛研修

●暴力追放事業体等筑紫地区協議会 
　暴排研修

●糸島市 暴排研修

●（一社）日本道路建設業協会九州支部 
　暴排講習

●南区歳末防犯大会

●福岡県飲料業生活衛生組合連合会 
　暴排研修

●（株）ティーガイア九州支社 暴排講習
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