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◇記念の年に

秀ﾎ々
　天皇陛下御即位二十年、天皇皇后両陛‾ﾄﾞ御成婚/1ﾚﾄ

年そして京都府氏了･青年運合会４０固年の大変おめで

たい年に大役を仰せつかった事、大変充実した一一年で

ございました。小松明前会長から引き継がせていただ

いてから無事一年を過ごさせていただけたこと、皆様

のご協力に有難く感謝しこの場をお借りしまして御札

申し上げます。ありがとうございました。

　主な氏青活動を振り返ると昨年６月末日に総会を開

催して以降は、８月の束京での全国大会の参加、９月

にはキヤラバンカーによりますヤチマタキヤンベーン、

１１月には岩屋神杜様での氏青の集い、本年２月には

ヤチマタ募金活動、そして６月の「奉祝　天皇陛下帥

即位２０年記念“京の祭り舞台”」事業の企圃・協力

をさせていただきました。この奉祝事業は実行委員会

主催のもと、氏青が40周年記念事業として共催させ

ていただきました。企画立案から会場選定まで氏青に

お任せいただき、半年以上の討議の上漸く内容が決定

し開催に至ることができました。　それぞれの事業が

円滑に出来ましたのも実行委員会各位のご協力はもと

より、お祭りをご奉納いただきました各団体の皆様の

ご理解、そして何よりも京都府氏青連の役員はじめ各

単位会の会貝各位が40年の歴史を再確認し後世に残

　　平成２１年７月１□

　　　　（第１２号）

京都府氏子青年連合会発行

題宇は田中恒漓京都府神社庁長

る世むが出宋た訂まことに有難く

感謝いたしております。

◇平成21年度京都府氏子

　　　青年運合会活動方針

　本年度のテーマは「飛躍する

氏が」といたしました。来るベ

き伊勢神宮式年遷宮に向けて氏

青ファンを更に増やすための活

動を地道に続けたいと存じてお
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京部府氏子青年連合会
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ります。少子化が進む中、会貝　

会長　大垣　'
･｣り、

の増強は難しいものがあります

が、現在のような経済状況が厳しいときほど「心|と

　「こころ」を繋げ真のあり方を見つけ出すヒントが氏

青にあると考えております。それぞれの単位会が抱え

ます諸問題に耳を傾け一つずつ解決を図り、希望を持

ち発展する氏青にしたいと思っております。また、新

たに単位会を結成していただくことによって氏青の輪

を広げて参ります。

　全国氏青協や神杜庁関係団体の皆様と共に神杜界に

貢献できる団体であり続けたいと存じておりますので、

本年度も引き続きご指導賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

<平成21年度　京都府氏子青年連合会　活動実施日程計画〉<第五回　氏青の集い　平成20年11月23日　岩屋神社にて〉

平成21年

6月　京都府氏子青年連合会第41回定期年次大会開催

7月　広報季刊誌｢氏青京都｣第12号発行

7月　全国氏子青年協議会第47回定期大会(新潟大会)

8月　定例役員会

9月　京都府神社庁ヤチマタキャンベーン募金活動(秋季)

　　　第38回京都府神社庁交通慰霊祭

　　　神杜清掃奉仕一斉活動(9月定例役員会)

10月　10月定例役員会

11月　第6回氏子青年の集い

　　　[主管:松尾大社氏子青年会/11月定例役員会]

12月　年末ヤチマタ募金及び災害募金一斉活動

　　　〔12月定例役員会〕

平成22年

1月　年始ヤチマタ募金活動〔各単位会御社頭〕

　　　広報季刊誌｢氏青京都｣第13号発行

2月　節分ヤチマタ募金及び災害募金一斉活勣

　　　〔2月定例役員会〕

3月

4月

5月

6月

京都府神社庁ヤチマタキャンペーン募金活動(春季)

4月定例役員会

5月定例役員会

6月定例役員会
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会長就任の

　　　　ご挨拶

長岡天満宮青年会

　　　会　長

三宅　芳朗

　謹啓　薫風の候､皆様御鮭勝のこととお喜び申し上げます。

　さて､私儀このたび黒田基前会長のあとを引き継がさせて頂き、

長圖天満宮青年会会長を拝任させていただきました三宅芳朗

です。

　副会長在任中は､格別のご厚情を賜りまして誠にありがとう

ございました｡心より厚く御札申し上げます。

　浅学非才の身ではございますが､今後は会長といたしまして

当会に課せられた杜会的責務を果たすべく､努力してまいる所

存でございます｡と'うぞ､倍旧のご支推､ご鞭捷を賜りますよう宜

しくお願い申し上げます。

　歴史と緑あふれる長岡京で生まれ育ち､幼少の頃よりしたし

長岡天満宮で春の観光祭り　キリシマツツジの苗木販売

　長岡犬満宮で４月２５日と２６日の両日、キリシマツ

ツジの開花にあわせて春の観光祭りと献菓祭、たけのこ

フェスタが行われました。

　青年会では、例年、キリシマツツジの苗木販売を行っ

ています。

　初日の２５日は、あいにくの天気で参拝者が少なかっ

たのですが、参道の燃えるような赤色のキリシマツツジ

を鑑賞された後「この苗木はどのくらいで参道のキリシ

マツツジ位の大きさになりますか。」と質問し購人され

る方もおられました。（答えは、１００～１ ５０年です。）

　２６日には、天気が回復し多くの参拝者が訪れました。

青年会は前日に引き続きキリシマツツジ苗木販売を行い

ました。

　私は午後から高島屋京都店グランドホールで開催され

る「伊勢神宮展」の助勢の為、午前中だけの参加でしたが、

いちどに８株購人される方がいらしたり、知りあいの観

光協会の方が購人して下さったりして午前中で、前日１

日の販売を上回りました。

　また、多くの青年会員が苗木販売の奉仕に参加してく

れました。

　個人的には青年会会長の２年の任期が５月で終わりま

すので、会長としては最後の事業となり、感慨深いもの

がありました。

みのある長圖天満宮の氏jヅバ|こ会の会長として､伝統の灯を

絶やすことなく受け継ぎ､｢1岫よき時代の㈲影を後升に残してい

くために､若者から老人まで|比代を超えた人と人との繋がりの

機会を作っていきたいと考えております｡私自身､一人では何も

できない若輩者ではございますが宮司様はじめ白梅会･青年会

の先輩方との交流のなかで､切磋琢磨し成長していきたいと思

います｡

　また､40周年を迎えられました､京都府氏子青年連合会･大

垣会長の下､広報活動等に対しても積極的に参加していきた

いと思いますので､ご指導のほど宜しくお願いいたします。

　このような場を与えてくださった天満官関係者の皆様､本当

にありがとうございます｡皆様のご多幸とI比界の平和を心よりお

析り申しLげます。

　世知辛い不条理な世の中では御座いますが､皆様と手をとり

あい入生を有意義に楽しもうではありませんか。

　P.S.4月25日(土)と26日(日)は毎年恒例の春の観光祭り

でした｡あいにくの雨にもかかわらず､たくさんのご参拝をいただ

き誠にありがとうございました｡濡れたキリシマツツジがひときわ

輝き､八条ｹ池の水面に幻想的な様相をうつしておりました｡来

年も元気に真っ赤な花が咲く事を心待ちにしております。

　次は8月の夏祭りでお会いしましょう。謹白

　キリシマツツジは長岡京市の市の花で苗木販売は恒例

行事です。松尾大杜氏Ｔ青年会も山吹の苗木販売をはじ

められたそうです。

　何年か、何十年か後に、花で彩られた風景が広がるこ

とを期侍しています。

　最後に、関係者の皆様のご協力に対しましてこの場を

借りて御札を申し上げます。有難うござました。

　　　　　　　　　長岡天満宮青年会　前会長　黒田　基

｀司l μ4れ

　　ル　　　　　

京都府知事登録369号

トラベル長岡

　　　　　　　　　　　長岡京市神足太田２１-１７

　　　　　　　　　　　ＴＥＬ(０７５)９５１-０７８８
代表者　頼野和雄　　ＦＡＸ(０７５)９５１-０７８９

新築・リフォーム・耐震診断・耐震補強工事

ta=u=三宅工務店

　　塁回靉昌‰1

　http://www.miyake-koumuten.com/
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　幹事長に図師具徳、

森田広大、中村肇

会長就任にあたり

石清水八幡宮青年会　会長 東村俊－

　この度、丸岡弥弘前会長の後を引き継ぎず成２１年度の会長を拝命しまし

た東村俊一と申します。皆様、宜しくお願い申し上げます。

　石清水ハ幡宮青年会のメンバーは３０名足らずで色々な事業に参加してお

　ります｡

　メンバーを紹介します。

　会長に私　束村俊一を始め副会長に鷹野雅生、

副幹事長に成田健児、武本延美、吉川栄樹、鷹野

上床浩生、上田幸寛

尚志、丸岡弥弘、辻村尚

　平成２１年度高良杜祭献灯運営委員長に松浦誠

　平成２１年度出向役員としまして

　京都府氏子青年会連合会　理事に鷹野雅生、上田幸寛、丸岡弥弘、

　代議員に吉田卓弘、図師具徳、森田広大

　仝国氏子青年協議会　役員に鷹野尚志です。

　平成２１年度事業としまして３月に第４１回定例総会を始め、４月２５日の正遷座祭に行列係で奉

仕しましたが、あいにくの雨となり大変でした。５月４・５日に石清水灯瞭華ではハ幡宮のハに模し

た鳩と石清水をロウソクで表現し大変好評でしたが５日は雨で中止となり非常に残念でした。５月～

７月は高良杜祭献灯事業の準備で月３回程度、８

月にさざなみフェストに奉仕し９月は石清水祭に

行列係として奉什、１２月３１～２日に年末年始

販売事業、２月に鬼やらい神事に奉仕、３月に第

４２回定例総会などです。

　毎月色々な事業がありますが奉仕活動などに参

加することによりふれあいを大切にしていきたい

と思っております。

　至らない点も多々あろうかと思いますが微力で

はありますが尽力したいと存じております。どう

ぞより一層のご指導とご鞭捷を賜りますよう、宜

しくお願い申し上げます。

鬼
や
ら
い
神
事

献
灯
事
業
イ
ベ
ン
ト

　石清水八幡宮御用達

綜回ｌａｌ丸岡組

　　　代表者丸岡弥弘

　JなJWjJJﾃﾞぷ!

　FAX(075)382-2236

　　たかの園芸

　　　　け表鷹野雅生

〒61か8011　八幡市八幡垣内山∠ﾄﾞ?番地

携帯090-3998-68ﾜ9　FAX70ﾜ５)９８１-５８９６

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｋａｎｏ－ｅｎｇｅｉ．ｃｏｍ
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｢最近思うこと!｣

御霊神社氏子青年会

　　　会　長

山下太郎

　孔j゛の河葉に「己の欲せざるところは、人に施すなかれ」

とあります。ある時、ひとりの弟子が「人生で最も心が

けるべきことは何でしょうか」と孔子に尋ねました。孔

子は「自分が嫌だと思うようなことを、人にしてはなら

ない。まず自分の行動を慎み、仝体の決まりに従うこと

が大切である」と答えました。現代においても、他人の

迷惑も考えずに「自分さえ良ければよい」というような

行動をとる人を見かけます。電車の中で化粧をする女性、

大声で携帯電話で話すビジネスマンなど、目真み」はど

こにあるのかとおもいたくなるような状況です。他人は

誰でも「どうしたら周りの人たちと共同生活を円滑に営

むことが出牡るのか」という共通の命題を持っています。

個入というヅ場を尊服し、常に杜会の一貝としてのｙ場

をわきまえて行動することが求められます。他人との調

和を図るためにも、まず「自分が嫌なことは他人にしない」

　「相于･が喜ぶことは何かを想像する」等を意識し、自分

申心ではない「まず人ありき」で生活することを心がけ

たいものです。

　ちょっと昔の日本人が持っていた価値観を氏子活動を

通して取り戻すことが大切な嘔だとおもいます、今年は

天皇陛下御即位２０周年の年にあたりこれを機会に日本

人の真髄を考えてみる非常にいい機会です。現代の日本

人は日本人でないという話を先日お聞きしました。マス

コミをはじめやたらと横文字が氾濫しテレビやラジオで

流れてく言葉もどんどん和製英語に代わっていくように

感じます。「まず人ありき」という考えも時代の中で「人|

そのものの変化によって変わってくるかもしれません。

決して遅くはありません、私たち一人一人が日本人の本質、

文化などをもう一度考える時がきております。話が大き

くなりましたが最近思うことを気の向くままに書いてみ

ました。

今年の御霊祭にご奉仕して

　皆さん、こんにちは御霊神杜氏子青年会副会長の有本

隆洋です。私が、青年会に入会したのは、８年前です。

　毎年、御霊祭には、参加させて頂いています。

　御霊祭は、毎年５月１８日に行われます。

今年の御霊祭は、例年とは違い約１ ４０年ぶりに、神輿

が３基、今出川御門から京都御苑に入り巡幸しました。

多くの氏子の人達が出迎えるなか、京都御所の北門に当

たる朔平門が特別に開かれ、その前で法被姿の担ぎ手が「ヨ

ーサ」「ヨーサ」の掛け声ともに３基の神輿を差し上げ

て揺らす「神輿振り」に酔いしれていました。

　御霊神社によると、江戸時代には公家や官家の屋敷が

あった現在の御苑内を神輿が練り歩いていましたが、都

が東京へ移った後の１８７０（明治３）年以降は、巡幸

が途絶えていました。

　人会して初めて、御所の中で神輿が巡幸しているのを

見て感動致し、来年以降も続けてほしいと思いました。　　　　　　　　　　　　｡＿　＿｡__｡＿＿

　これからも、伝統と

歴史のある御霊神社氏

子青年会の一員とし

て、頑張って行きたい

と思って居りますの

で、皆様のご指導・ご

鞭捷を賜ります様、宜

しくお願い申し上げま

す。

４=むに大垣書店
liali湊ａ太垣守弘

〒６０３-８１４３京都市jヒ区小山上庫ﾐaΓΥ14(jヒ大y各1駅前|

　　　　　　　　　ＴＥＬ(０７５)４１４-０７６９

　　　　　　　　　ＦＡＸ(０７５)４４１-３７２７

　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｏｋｓ-ｏｇＱｋｉ．ｃｏ．ｊｐ

和洋ブライダル・お宮巷り・七五三・成人式

入圃／入学・家族写薦・ポートレート・証明写廃

ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵｸﾚｱ=レ

〒602-0936京都市上京区武者小路新司西入ル

TelOワ５(４１４)１２３０　Ｆ８×Ｏワ5(414M232

http:………www.creare.co.jp　E-mail:mail＠creare.co.ip
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松尾大社氏子青年会

　結成40周年を向か

　　　　えるにあたり

松尾大社氏子青年会
　　　会長

西田 勉

　今年は天皇陛下御即位20年､天皇皇后陛下御結婚50年

と大変おめでたい年であります｡また､前号の冬号でお伝えをし

たように私達が所属をしております京都府氏不青年連合会は

結成40周年､桧尾大社氏子青年会も結成40周年を向かえる

ことに成ります｡それに伴った記念事業や記念式典の開催を予

定しておりますが､その中でも松尾大社氏子青年会結成40周

年記念式典はちょうど10年前に開催して以来の記念式典と成

ります｡それだけに､会貝は元より賛助会貝の皆様にもご支援を

頂きながら､開催に向けた準備に努力しております。

　先日5月10H(日)に第41回松尾大社氏子青年会総会が開

催された際に､6月14日(日)に記念事業を開催する事に付いて

発表させて頂き､会員一同この事業の成功に向け努力してい

きたいと思っております。

　話は変わりますが､その総会の中で｢平成のご巡幸と鎮魂と

平和への析り｣のビデオを鑑賞する研修会を開催いたしました。

人ｼﾞﾌ11;U函lllj陛ドが沖縄を帥視察された際､県民の方が涙を

浮かべながら｢ありがたい､1と;1'っておられたシーンがありました。

|恥年､瓦Ｑ皇后IIllj陛ﾄﾞが京都へ御入洛され御所を御出発さ

れる事に伴い､京都府神杜庁から京都府氏子青年連合会ヘ

国旗小旗を配布する協力の依頼があり､御奉仕をさせてもらい

ました｡天皇皇后両陛ﾄﾞのお姿を拝し､ほんの数秒でしたが本

当に凄い力､何とも吋い表せない､今風の言葉で言うオーラを

感じ､ありがたいと言う気持ちでいっぱいに成りました｡こんな貴

重な体験も氏子青年会に入会していたからこそと感じます｡そ

れだけに当青年会と共に､京都府氏子青年連合会にも力を注

ぎ多くの方にこのすぱらしい体験を得て頂けるよう会員増加に

向け努力して行く次第です。

私のお勧めのお店

　ＪＲ西大路駅ワコール本杜の南側住宅街の一角に店を

構えて今年で２３年目を迎えました。多くのお客様に親

しまれ、お料理を提惧させて頂いております。

『一品料理昧　泉』

　毎朝、中央市場にて素材を吟昧し、仲買卸売業者さん

より、その日の良材を仕人れいております。

　この時期のおすすめは、ハモ、カワハギ、アイナメな

どの沖物、旬の京野菜、季節の一品物を中心にお客様の

ニーズに合わせて心を込め、調理をさせて頂いております。

　また、昧泉の年末の風物詩となりました、特製だし巻

きは常時受付けております。

　食の安心・安全を大切にし、仲買さんのご協力を得て、

新鮮でより良いものをリーズナブルにご提惧いたしてお

ります。

　皆様のご来店を心より、お待ち申し上げております。

住　　所京都市南区古祥院中島町３０

　　　　　　(ワコール本杜ビル南側)

電　　話　０７５－６８１－７７３２

営業時間　午後５時～午後１１時

定休日　日曜、祝日
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　上桂三ノ宮町
TEL 392-4581

焼きたてのあられ制11
　　　　直阪Ｌております
貨国発送承ります

@ナルミもあられ

　　心に　あ　り　れ

愉μ乞砧お

　　鴫海屋右京区高辻通夭神川西１５０ｍ
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会長就任にあたり

岩屋神社氏子青年会

　　　会　長

ニヒ
ロ 田正光

　昨年度に引き続き､連投という形にはなりますが､本年度も岩屋

氏子青年会会長を務めさせていただきます私､吉田と申します｡皆様、

宜しくお願い致します。

　さて､本題に入りますが､当青年会の主な活動としましては､｢春

祭り｣･｢秋祭り｣･｢年末奉仕｣の3りの行事が中心ではなかろうか

と思います。

　昨年度につきましては例年以上に行事が目白押しで､青年会結

成35周年記念行事の一環といたしまして､岩屋神社内にて腐食

の為､稲荷社の鳥居が傷んでおり､当青年会にて鳥居奉納を行う

無事に行うことが出来ました｡まずは､一一安心です。

　皆様に応援していただいたおかげで､無事に鳥居奉納が出来

ましたことを､当青年会一同､非常に嬉しく思っています。

　また､全国氏子青年協議会におきましても､創立45周年記念大

≡ ＿ . ＿ . .

本年も宜しくお願いします

　梅雨の候､皆様に関してはご清祥の事と

お慶び申し上げます｡私､岩屋神社青年会

OBの中川清生です｡何時も青年会活動

に御協力頂きましてありがとうございます。

　毎年4月29日(祝田に行われる春祭りを

ご紹介させていただきます｡その中で青年

会は大きな役割を担っております｡出店で鶏のから揚げ(一番

人気)､みたらしだんご､その他ビール等の店を出し､またお子様

向けには､ヨーヨー釣り､金魚すくい､輪なげ等を主催し､子供か

ら大人まで多くの方々に喜んでもらっております｡今年も300人

以上の方が神杜に来ていただきました。

　テントの下では､家族友人近所の方々が歓談されております。

子供達は輪なげ等をして楽しく遊んでいます｡また総代の方々

の大宅音頭､岩屋太鼓の会の演奏もあります｡そして最後の大

抽選会があり､来られている人は､心待ちにされています｡賞品

は生活用品から自転車まで｡今年の一等賞はデジカメで､特等

会が東京で開催されたと伺っております。

　当青年会だけではなく､全国氏r･青年協議会におきましても記

念すべき年度でありました｡まさに記念づくしの年度であり､私個人

としましては､非常に喜ばしいいことであると思っております｡両会の益々

の発展を心より願っております。

　話を元に戻しますと､当青年会におきましても､４月29日のみどりの

日に存祭りが開催され､露店を出して活動を行いました。数年来、

会員数が激減している中での活動ではありましたが､他に当青年

会ＯＢ会員･現会員の友入･知人方々の御協力もあり､無事に終え

ることが出来ました｡まずは､一安心です。

にこ数年来､このような形であり､非常に心苦しく思っております。

御協力をしていただいた方々､現状を打破出来ず申し訳ありません…）

　御協力をしていただいた方々には､この場をお借りしまして､当青

年会を代表して､私より改めて厚く御礼申し上げます。

　最後に､当青年会におきましては､ここ数年来､年々､会員数が激

減していっており､現在は9名で青年会活動を行っております。

　現状､非常に厳しい状況下ではありますが､会員一同､一致団

結して活動に取り組んでいく所存であります。

　結成35周年を過ぎて､まずは結成40周年に向けて新たなスター

ﾄを切る訳ですが､会貝の平均年齢が30才前後と若い会を生か

せて頑張っていきたいと思っております。

　至らない点が多々あろうかとは思われますが､皆様の御指導･御

鞭捷を賜れれば､非常に幸いであります。

　本号をお読みになられて､当青年会の活動に興昧を持っていた

だけれぱ､非常に嬉しく思います。

　皆様､本年度も宜しくお願い申し上げます。

は目温泉旅行ペアーご招待｣です｡みんなワクワクドキドキで､大

盛況の中で行われております。

　その運営を青年会･事務局の方々の協力で､出品の買い出し、

景品の段取り､会場の設営､また当日の出店の運営は青年会

で行っておりますが､今年は青年会の会員の友人や会杜の方々

の大きな協力があり､大成功に終わりました。

　他の神社の青年会の方々の中でも､会員の不足が懸念され

ておりますが､当青年会でも会員の不足､行事などへの出席者

が少なくなってきております。

　色々な機会に会員の募集を行っておりますが､希望者が少な

いです｡ＯＢとしては､一番気にかかる点です。

　ですが､現会長の吉田会長を軸にして会貝―同､―致団結

して活動に取り組んでいっていただいております。しかし至らな

い点も多々あろうかと思いますが､今後とも皆様のご指導ご鞭

徒を賜ります様｡宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　岩屋神社青年会　中川清生

　社会福祉法人　岩屋福祉会
岩屋保育園

　　園長　室田一樹
昌いm頌二口雪

株式会社　　　　　　tΞう「nazDa

京滋マツダ　　　　　　ヽ－-　　　　　　’

　　　　京滋マツダ守山店

　　　　　　〒524-0012滋賀県守山市播磨田町86-1
　岩厘神社氏子青年会　　TELOﾌﾌｰ582-105ハ代）

　　中川清生マデ携帯　090－3718-4118



会長を引き継いで

下鴨神社青年会

　　会　長

小松隆 志

　本年･j月より､下鴨神杜'､'f年会の会長をさせていただ1

す小松でございます｡どうぞよろしくお願いＬます｡

ておりま

　今まで氏青の活動には､行事ごとに断片的にしか関わってまいり

ませんでした｡定例の役員会に出させていただくようになったのも、

ほんの一年前からと､まだ分からないことだらけというありさまです。

にもかかわらず､初年度から事務局長というお役目をいただき､大

垣会長様はじめ､各単位会の皆様には､大変ご迷惑をお掛けして

いることと恐縮しております｡なにぶん非力ではありますが､できる限

り職務に励ませていただく所存ですので､今後とも､よろしくご指導

お願いします。

　さて､翻って､我が下鴨神社青年会においては､新体制となって

はや二か月が経ちました｡この間､下鴨神杜では､流鏑馬神事､御

蔭祭､賀茂祭(葵祭)などの､まさにお祭りの季節の真っただ中｡日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・７)

頃はどちらかと討えば､裏方のご奉仕を得意とする気風の強い下

鴨神杜青年会ではありますが､この季節はやはり特別で､青年会と

しても､汚ひlfへの参役など､前に出て活動する場|桁が極めて多

い特則でもあります｡新米会長としては､そのこまごまとした仕事の

逐一に､驚きと反省を繰り返しながら､右往左往しつつ取り組ませ

ていただいているという状況です。

　幸いなことに､当青年会では定年制度がありません｡しかも､近

年人会された方にも50代､60代という方までおられます｡まさに青

年会員として活動したいという気持ちが､｢双葉葵に丹塗の矢｣の

｀11岐を着る資格ということになります｡ですから､下鴨では終生現役。

これこそ当青年会の強みであり､結果幅広い年齢層の会員が､そ

れぞれに役割を分担しあって､日頃の青年会活動を支えています。

その安心感と信頼感は､会長となった今､ことさら強く感じます。

　とはいえ､さらに次の世代に引き継いでいくことを考えれば､やはり

もっと多くの若い人たちにも会員になってもらわなければなりません。

そのためには､いかに若い人たちから魅力を感じてもらえる青年会

にするか｡参加したいと思われる活動をするか｡そして参加しても

らいやすい仕組みを作るか｡こ紅らが､これからの当青年会の大き

な課題だと考えています。

　下鴨神社のそば近くに住まわせてもらっているありがたさ､お祭り

をはじめ神社の行事に参加させてもらえる喜び､山背原野の名残

を残す広大な礼の森に育まれている幸せをかみしめつつ､下鴨神

杜青年会は､その活動を通して､少しでも地域杜会に貢献できれば

と思っています。

賀茂祭に参加して

　賀茂祭の参加は、２度目になります。

　前回は、ただただ緊張の中で終わってしまったのですが、

今回は事前の本列習礼の時より各部門のスタッフの方々

の真剣な眼差しに驚きました。そして私自身も、その中

の一員として恥ずかしくないように役付けにしっかりと

責任を持って望まなければならないと思いました。

　賀茂祭の前儀である御蔭祭から参加させていただき、

この気持ちはより一層のものとなりました。

　さて当日は、晴天に恵まれ、路頭の儀、社頭の儀も滞

りなく進みました。走馬が終了し御所へ帰る頃には、何

とも言えない充実感と、ほっとした気持ちに包まれました。

　今後も下鴨神杜青年会の一員として、より一層の心構

えで望んでいきたいと思います。

　　　　　　　　下鴨神社青年会　会員委員長　中村豊

総合建築　設計施工

賢鈴木 設

〒606-0863

京部衛左京区ﾄﾞ鴨淑本町26番地

TEL(075)781－O,115

FAX(075)712－8735

作裳所(075)722－1846
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京都府氏子青年連合会設立四十周年記念事業

奉祝　天皇陛下御即位二十年記念『京の祭り舞台』

◇京都から全国へ　　　　　　　　　奉祝｢京の祭り舞台｣開式

　今年は､天嘔陛下が御即位されてレレ年という､誠に目出度

い奉祝の年を迎えております｡また回時に､我々の京都府氏青連

にとっても､昭和四十四年設立以求､四ト固年の節目の年を迎

えております。

　京都では､[]頃より京都府神杜庁に所属する各組織団体が集

まり､交流懇話会等を開催しております｡その礎があり､今回神道

政治連盟京都府本部が基幹となり､京都府神道青年会や京都

府女子神職会の面々の協力を得て､実行委員会を組織し､御即

位二十年奉祝事業を我々の設立四十周年記念として､開催で

きたことは慶びの極みであります。

　皇室とゆかりの深い京都から奉祝の輪を全国に広げようと､一

年以上の準備期間を持ち､会議を重ねて､今回の開催となりました。

神社関係者の仲間内だけの実施内容にならないように､計團当

初より､いかに奉祝事業を一般の方々に知らしめ､且つ楽しんで

頂き､意義のある事業にできるかということで､開催内容･会場･日

時まで､あらゆる角度から検討させて頂きました｡手前昧噌で恐

縮ですが､本当に練られた事業になったと思っております。

◇観客動員数二干名を越える

　一般の方々に広報するという意昧合いから､まず会場は､皇室

と関係があり､笑術館などの文化施設が多い左京区岡崎にある、

平安神宮で開催させて堕くことになりました｡日時は神苑公開や

能舞台で一般観尤客や修学旅行生の多い六月開催と致しました。

ただ六月七口という人梅時期を開催日としました関係で､天候に

一番気を揉んでおりました｡しかし､神様のご加護をもちまして､本

当に素晴らしい天候に恵まれた奉祝事業に適した日和となりま

した。

　平安神宮ご本殿を拝する形で､龍尾壇を背に特設舞台を設

置させて頂きました｡その前に､椅子席を二百席準備しておりまし

たが､開催前に全席埋まってしまいましたので､急濾倍の四百席

に増席致しました｡うれしいことに開式されると椅子席のまわりに

五重･六暇と立ち見の方々の輪が出来ました｡さらに､目陰のある

応天門固辺には大勢の観衆の方々が取り巻きを造られました。

　また､広報用に用意した団扇を粗末に扱って頂きたくないとの

思いから､プラスチック製ではなく､手作りにこだわって竹製で作

製致しました｡この奉祝団扇は､舞台を楽しんでおられる観客の方々

のみに､限定して配布させて頂きましたが､用意した二千本すベ

てが手元からなくなりました。

◇伝統芸能を一堂に

　普段､その神杜の|覗られた祭札の日でしか､お目に掛かれない

伝統芸能をｰ一堂に会して､多くのｰ般の方々にご披露できたことは、

演じられた方々も､ご覧になった方々も､主催Ｌた我々も､本当に

楽しい時間を共有できたと思っております。

　開催内容は『京の祭り舞台』ということで､伝統芸能にこだわり、

奉祝のために､平安神宮のご神前に奉納するという形を取らさ

せてjlきました｡よって泰納して頂くお祭りは､奉祝事業にふさわ

しいものだけとさせて頂きました。(1)維新働IE鼓笛隊(平安神

宮時代祭)、(2)胡蝶の舞(石清水ハ幡宮石清水祭)､(3)綾傘

鉾棒振り囃子(ハ坂神社祇園祭)､(4)神若会北野天神太鼓(北

野大満宮ずいき祭)､(5)岩滝の獅子神楽(丹後板列稲荷神社

例祭)の五つのお祭りです。

　このLI限りの時mjと空問を越えた祭事となりました。

◇多くの称賛の声を戴く

　｢今目は､お宮糾に来たが､この‾j'･が大きくなったら､天I固荼

下の奉祝行事をされていた記念すべき目だったことを話してやり

ます｡｣｢普段見たことのない郡部の縁起の良い獅了･舞を拝見

できて良かった｡｣｢祇園祭をｰ足早く観られて徳をした気分です｡｣

｢ピーヒャララッタッターという鼓笛につられて平安神宮の中まで

入って来ました｡｣｢勅祭石清水祭の胡蝶の舞を平安神宮で見

られるなんて感激です｡｣｢勇壮な和太鼓の音を聞いて桔婚式を

挙げたはる人達も良い思い出にならはるわ｣などなど｡すべてが

良かった､楽しめた､記念になった等､うれしい称賛の声でした。

終わってからも､時問に間に合わなかったと残念がられる外国の

方もおられました｡主催者冥利につきました。

◇ここから出発･今日から出発

　氏｣'情年会綱策に基づいて｢清く､明るく､美わしい社会の建

設を志す全京祁の氏子青年の結集を図る｣を目的に結成された我々

の連俘会も､論語の｢不惑｣の年を迎えました｡惑わず､一途に魅

力ある氏青活動に邁進し､確固たる組織作りに､京都府の氏子

青年こぞって､今まで以上に励む所存であります。

　日頃ご指導戴いております､京都府神社庁田中恒清庁長様を

はじめとする各単位会所属の崇敬神杜宮司様､また各種関係

諸団体の皆様方､京都府氏青連OBの皆様方には一層のご協

力とご清援をお願い致します。

　ここから新たなる出発です｡今日から次なる未来への出発です。

　締めに､今後我々氏青が神道精神を基盤として､誇りある神

杜文化の一翼を担える人材となるべく､研讃を積むことを宣言さ

せて頂き､今回の筆を掴かせて頂きます｡弧栄。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5)

【りj凶影:谷絹勁£/文責:小松明】




