
平成2 3年 1月 1日

（第 1 5 号）

京都府氏子青年連合会発行

（１）

題字は 田中恆清 京都府神社庁長

京都府氏子青年連合会

会長　丸岡　弥弘

＜ 全国大会を京都の地で ＞

◇新年のご挨拶
　皆様、新年あけましておめでとうございます。本年も
どうぞよろしくお願いいたします。
　京都府氏子青年連合会は、昨年度創立４０周年を
迎えました。これまでの４０年の歩みの中で諸先輩の
方々が、様 な々活動に対し敬意を表します。
　私たち、氏子としての青年会活動の原点は、自分が
所属する氏子青年会や青年会の活動奉仕ではない
かと日々感じております。また、一人でも多くの方が、神
社に参拝されるように活動をやらなければなりません。
現在社会をみますと伝統文化が、すこし薄れてきたか
と思いますし幸いにも正月になると初詣に行き、神様に
昨年のお礼と新年のお願いということが残っておりま
す。神社すなわち神様のところへ行くことは、私たちの
成長したことを報告に行くのでないかと考え、いま生き
ている喜びを日々 感謝いたしましょう。
　さて、来る平成２３年７月１６日の全国氏子青年協議
会第４９回定期大会（京都大会）の主管を行うことが
決まっております「－日本文化の原点－京都から 氏青
の絆を深めよう」のテーマのもと開催する運びとなって
おります。

　伝統と歴史の街、京都を堪能
していただける企画となっておりま
すので、一人でも多くの方のご参
加をお待ちしております。
　ここで、当会の活動を紹介させ
ていただきます。天皇皇后両陛
下御入洛御奉迎、広報季刊誌
年２回、月１回の役員会及び全体
での全国大会の実行委員会、京
都府神社庁ヤチマタキャンペーン募金活動、京都府
神社庁交通慰霊祭の参加、京都府内の神社清掃奉
仕、氏子青年の集い、年始年末のヤチマタ募金活動
など、一年間を通じて活発に活動をおこなっております
　本年においても会員が一丸となって活動し、一生
懸命がんばりますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしく
お願いいたします。
　最後に、すべての方が、しあわせな人生を過ごせま
すようお祈りし、新年のご挨拶といたします。
　日々 感謝　感謝

　謹んで新年の祝詞を申し上げます。皆様方におかれましては清 し々いお気持ちで希望
の年を迎えられました事、ご拝察申し上げます。
　いよいよ本年は全国氏子青年協議会全国大会が京都の地で「－日本文化の原点－
京都から 氏青の絆を深めよう」をテーマに、来る７月１６日（土）国立京都国際会館及び
グランドプリンスホテル京都にて開催させて頂きます。京都府氏子青年連合会といたしまし
て、約一年前から実行委員会を立ち上げ全国からお越しになる皆様に京都の素晴らしさ
を実感頂き会員同士の絆を深め更には神社界発展のためにご理解いただきますよう、開
催させて頂く所存で御座います。

　つきましては、ご多忙の時期では御座いますが関係団体の皆様におかれましては主旨ご理解のうえお一人
も多くのご参加とご協力をお願いいたします。

＜ 大 会 概 要 ＞
平成２３年７月１６日土曜日（祇園祭宵山）に総会・式典・懇親会を開催。

　　　　　　　  翌１７日には祇園祭山鉾巡行見学、市内神社正式参拝等を予定いたしております。

京都府氏子青年連合会　全国大会実行委員会委員長　大 垣 守 弘

みつひろ



明けましておめでとうございます。
　平成も早２３年を迎える事となりました。普段何気なく年
号を口にしますが本当にわが国には長い歴史と伝統が残
る一つの象徴だと思います。長い歴史の中で紆余曲折は
あったにせよこれだけ系図がはっきりした国の象徴を頂く国
は世界ひろしと言えども日本だけです。当たり前のように考
えていますが今一度、国の成り立ちなどをしっかり見直す
時期が来ているのではないでしょうか。最近のニュースを
見る度あまりにもひどい有様に驚くばかりです。日本人が本
来持っていた国民性がどんどん薄れていくように皆さんが
感じておられる事と存じます。
　ある書物で、世界でたった一つの民族を残すとするなら

ば、どの民族を残すべきかと言う話がありました、答えは我
が日本人という結果でした。人を思いやる心、協調性など
全てにおいて優れていると結論していました。しかし、この
結果を一方では納得して聞きまた一方ではどうかなと思う
心があるのも事実です。これは古き良き伝統を守る、継承
するという観念が薄れてきたのが最大の原因だと思いま
す。神社で手を合わす、ご先祖様に感謝の念を持つなど
一昔前までは日常の生活の中で当たり前であった行為が
当たり前でなくなってきた、親から子へそしてそのまた子供
へしっかり継承されなかった代償かもしれません。本来
我々が持つ国民性を取り戻す方法の一つとして伝統文化
に浸る事が最適だと最近思うようになりました。私たちの国
には｢道｣と言う物があります、書道、華道、茶道、剣道、柔
道等など、考えてみるとこれらの物は全て型から入るものば
かりで、決して勝敗を決するものではありません。いかに精
神を強く清らかに保つかを求めています。型から入り型を
極める、これが日本人の持つ特性かもしれません。
　我々氏子青年会でも古くから残るこの様な素晴らしい文
化を継承する事に今後努めていく時代に入ったような気が
します。

山 下 太 郎

御霊神社氏子青年会
会　長

新年を迎えるにあたり

〒602－0936  京都市上京区武者小路新町西入ル
Ｔｅｌ 075（414）1230　Ｆａｘ 075（414）1232
  http://www.creare.co.jp　E-mail:mail@creare.co.jp 

フォトスタジオ　クレアーレ
和洋ブライダル・お宮参り・七五三・成人式
入園／入学・家族写真・ポートレート・証明写真

新年のごあいさつ
　御靈神社 権禰宜 小 栗 栖  憲 英
　新年明けましておめでとうございます。
　旧年中は当社へ多大なる御奉仕を
頂きまして、厚く御礼申し上げます。
　また、本年も正月元旦より厳しい寒さ
の中、御神酒接待の御奉仕ありがとう
ございます。

　青年会のみなさまにはお正月からはじまり、節分祭での
甘酒、年越しそばの御奉仕、５月の御靈祭、子供みこし、か
がり火コンサート、夏にはラジオ体操、奉納写生大会、例
祭、また秋には新嘗祭御火焚祭での御奉仕、そして大晦日
のかがり火の御奉仕と準備期間などをいれますと、一年を
通じて常に休むことなく当社に御尽力いただいております。
多忙なるお仕事の合間にこのように活発に活動していただ
いて、感謝しております。
　さらに心強いことは、会員のみなさま、それぞれが幼少の
頃より経験されてきた生活の中に神社や神様が深く根付い
ているくらしを昨今の風潮をもろともせず、地域にひろめてい
こうという意気込みが、お話の中で随所に感じられることで
す。

　また、近年、私と同年代の新しい会員の方 も々続 と々、御
入会いただいており、大変喜んでおります。
　本年も会員のみなさまがより活動しやすいように、私ども
で精一杯つとめてまいりますので、御多忙のこととは存じま
すが、５月の御靈祭をはじめ、当社の行事へのお力添えを
心よりお願い申し上げます。
　末筆になりましたが、「氏青京都」第１５号発刊おめでと
うございます。御尽力いただきました方々に御礼申し上げま
すと共に、毎号、各氏子青年会の活動の様子を楽しみに
拝読しております。
　本年も良き年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

（２）



新年明けまして、おめでとうございます。日頃より何かとお
世話になっておりますが、 本年も宜しくお願い致します。 
　さて、本年は京都で、全国氏子青年協議会の全国大
会が７月１６,１７日の祇園祭の日に１０年ぶりに開催されま
す。
　前回も大変多くの方に参加して頂き、その節には、神社
庁や神社関係の方々、当社の松尾大社氏子青年会の
賛助会員や会員にも、大変ご理解とご支援を頂いたと伺
っております。 前回同様、成功裡に大会を終えることが出
来るよう頑張ってまいります。 
　中でも我々松尾大社氏子青年会と長岡天満宮青年
会とで、レセプションの内容について担当することとなりま
した。せっかく全国より京都へお越し頂くわけですし、京都

の良さを知って頂ける内容にするにはどのようなものが良
いかと、前大会の内容をお手本にしながら、検討させて頂
こうと考えております。
　京都の７単位会の力を合わせ、そしてその力を出し切
る思いで、終始頑張りますので皆様のご協力を宜しくお
願いを申し上げます。 
　また、当会は最重要課題で有ります新入会員に付きま
して、数名ではございますが入会が有り、平均年齢も若
干下がった事は大変嬉しい事です。何か新しい風が入
ったかのごとく新鮮な思いがします。
　この新しい風と先輩方から引き継がれて来た良き伝統
を上手く重ね合わせる事により、新しい青年会の形を作り
上げたと思っております。 
　私は常々神社を中心とした、昔のような町に戻したいと
願っております。
　例えば神社のお祭りの活動を通して、人の繋がりや助
け合いの大切を学び、故郷を思う心など、現在では薄れ
掛けているものを再度思い出し大切にするような町に出
来ればと思います。 
　その為にも、様々な地域の人と交流を持てる活動を行
って行きたいと思いますので、今年１年宜しくお願いいた
します。

氏子青年会事務局として
　新年あけましておめでとうございま
す。どうぞ本年も宜しくお願い致します。
　さて、今は京都府氏子青年会連
合会より、この１１月に原稿の依頼を
うけ、はたして何を書こうかと苦心し
ているところである。

　ふと境内を見渡すと季節も晩秋にもなり、木 も々色づ
き、時の経過の早さを感じる。平成２２年も１２月を残す
のみとなり、この１年について考えさせられる。
　この時期は七五三のお子さんで境内も賑わい、どこ
の神社も大変である。松尾大社も氏子青年会の会員
にご協力を頂き、千歳飴や文房具・風船等をお子さん
へ渡す奉仕活動や駐車場の整理などとご活躍頂き、
非常に助かっている状況である。
　氏青の皆さんは休日に、仕事の合間にとご奉仕さ
れ、その姿にただただ頭が下がる思いである。
　私は氏子青年会の事務局として８年になるが、その
活動内容、会員一人ひとりの思いは変わらず、新たな

事業にも取り組まれ松尾大社の発展のためご尽力を頂
いている。
　ただ、すでに当会の西田会長が書いておられる通り、
松尾大社氏子青年会は会員が少なく年間の諸事業に
苦心しているのが本音である。そして、この年間行事を
遂行するためにＯＢ会員の協力によりなりたっている現
状で、その存在の大きさ・大切さを感じずにはいられな
い。
　今まで作りあげてきた伝統を次代に継承し、全員で
力を合わせ地元の神社を盛り上げようとされる志を強く
感じ、決して他人事ではなくこの公共精神こそが氏子
青年会の総意である。長く事務局としてお付き合いをさ
せて頂いているが、皆さん地元の神社のことを思う、こ
れこそ本来の姿であろう。
　我々神職も氏子青年会に見習い、愛される神社とな
るよう努力し、氏子青年会皆さんのお手伝いをしていき
たいと思っている。

松尾大社　権禰宜　岩 田 康 彦

新年のごあいさつ
　　　申し上げます

松尾大社氏子青年会
会　長

西 田 　 勉

上桂三ノ宮町
ＴＥＬ 392ー4581

焼きたてのあられ各種
　　　　直販しております
全国発送承ります

鳴　海　屋
右京区高辻通天神川西１５０ｍ
ＴＥＬ（０７５）881－0881

ナルミもあられ
ぶゝ あ ら れ

小島庭園

庭のお手入れ・施工

（３）



（中学校和太鼓演奏）

〒520-0803  滋賀県大津市竜ヶ丘1-18
　　　　　　ＴＥＬ077-524-2666㈹

中川清生 マデ 携帯　090ー3718－4118

京滋マツダ 大津店

株式会社
京滋マツダ

社会福祉法人　岩屋福祉会

園長　室 田 一 樹
ＴＥＬ（０７５）５７１－５７９０
ＦＡＸ（０７５）５７１－５７６０

岩 屋 保 育 園
岩屋神社 氏子青年会

会長としての役割

山 本 真 義

　この度、岩屋神社の青年会会長も私で第三十代となり
ました。私は、この大任を受けた時に歴々の先輩達の想
いを繋いでいかなければいけないと強く思いました。それ
は神社の行事などを通して様 な々人が繋がり、和を以って
助け合えること。そして地域社会に普通に神社が存在し
ていて、そこには地域社会の一員として青年会も在るん
だと言うこと。その大事な想いを今後の活動を通じて、後
に続く会員にもしっかりと伝えていこうと決意しました。

　我らの青年会会員の人数も非常に少なくなり、私の後
に続く会員も少し年齢が離れております。やはり今後の為
にも、さらなる会員増員にも力を入れていきたいと考えま
す。その為には、青年会の活動が活発で魅力的なものに
する事です。たくさんの地域の方 に々神社へ足を運んでも
らい行事等を通じ、より良い交流もってもらう。結果として、
その中から新たな会員が増えていくことを願っています。
　古き良き風習、地域社会の方々の集まるいい機会とし
て近くには、年末年始の奉仕活動や春祭りの露店活動を
準備しています。他にも難しいかもしれませんが、諸先輩
方のご指導を参考に新たな行事を企画できれば良いと
考えています。
　微力ではありますが地域社会の一助となれればと考え
ておりますので、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致しまし
てご挨拶とさせていただきます。

岩屋神社氏子青年会
会　長

（４）

岩屋神社の秋祭　　　　　　　事務局　大 滝 智 也
　去る１０月１７日、清 し々い秋空の中、当社の秋祭が厳
粛かつ盛大に斎行されました。
　秋祭のメイン行事となる神幸祭は、３基の神輿が出御し、
神職車・太鼓車・お供車等が賑 し々く供奉致します。氏
子地域が広範囲であることや、神輿の担ぎ手不足の関係
上、神輿もトラックに乗せて巡幸を行っております。数年前
より交通事情を考慮して行列を２班に分け、従来よりも安全
かつスムーズに、そして氏子地域を可能な限り隈なく巡幸
できるようになりました。その反面、巡幸路も大変複雑となり、
総代会・青年会の皆様には幾度にもわたる綿密な会議や、
巡幸路の調査確認等、万全な準備をしていただきました。
おかげさまで、本年も予定通り滞りなく、一連の行事を執り
納めることが出来ました。これもひとえに氏子崇敬者の皆様
をはじめ、神社に関わる方々のご支援の賜物と厚く感謝を
申し上げる次第です。
　さて、当社は平成２５年に“創祀１１２０年式年大祭”を
控えており、その記念事業として３基の神輿修復を進めて
おります。これらの神輿は江戸末期に建造されて以来、度々
小規模な修理を受けてはいたものの、近年殊に傷みが激し
くなり、根本的な修理の時期をむかえておりました。この機
会に後世により良い形で伝える為、神輿を造り上げた先人
達に敬意を表する意味でも、単に綺麗にするのではなく建
造当初の状態に忠実に戻す方法を採り、実績のある専門
業者に委託致しました。
　昨年に引き続き、２基目の修理が終わり、金色まばゆい
神輿が巡幸に加わりました。工期に間に合わせる為、修理
所の皆様は大変なご苦労があったことと思います。なお、
巡幸後、最後の１基が修理所に搬入されました。来年の

秋祭には、すべての神輿の修復が整い、３基そろっての
美しい巡幸が行われることを心待ちにしているところです。
　また新しい取り組みとして、巡幸先の寺院に神輿を駐輦
し、地元中学生による和太鼓演奏やご婦人方の踊りの奉
納、参拝者への茶菓接待等を催しました。「神仏の隔てなく、
祭を通しての地域交流を」というご住職のご厚意により境
内駐車場をお借りして実現したものです。生徒の皆さんは
短期間ながら一心不乱に特訓され、見事に素晴らしい演
奏をご神前に披露してくださいました。沢山の参拝客にもお
集まりいただき、次世代の祭の担い手育成も期待が出来て、
初の試みながら大盛況。当社の秋祭に新しい歴史が生ま
れました。
　これより後も先人達から引き継いだ祭と心のよりどころであ
る神輿、そしてこの素晴らしい地域の連帯感が末永く受け
継がれるよう努力をすることが私ども神職の責務だと考えて
おります。



　あけましておめでとうございます。
　大過なく新年を迎えられたことを、感謝したいと思います。
　当会にとって昨年は、とりわけ幸せな一年でした。
　まず、恒例の行事では、すべてお天気に恵まれたことがありが
たいことでした。御蔭祭や賀茂祭といったお祭りはもとより、春秋
二回のフリマ「糺市」や、公開講演会や研修会といった会主催
の行事など、おかげさまで大きな行事はいずれも予定通りに行え
ました。
　そして新たにはじめた事業も幸いでした。一昨年新潟大会で
いただいた指定氏子青年会の事業として、懸案だった双葉葵
の栽培を始められたことがその一つ。年初に神社でお分けいた
だいた株もはや一年が経ち、今後葵を育成し広めていく道筋が
ようやく見えてまいりました。
　今一つの新事業は、全国の運動を契機に伊勢神宮と下鴨

神社への献米への取り組みです。このことでは、下鴨神社では
春には御田植祭、９月には抜穂祭を斎行していただき、１１月に
は新穀奉納報告祭として、米俵の奉納行列までさせていただき
ました。さらには、スカウトの子供たちとおさがりの新穀を炊いて、
ご尽力いただいた方たちとともに戴く会をひらくこともできました。
　これら初めてのことでは、やはり戸惑いも多かったのですが、
その分いつも以上に教えあいながら楽しく活動することができた
一年でした。
　さて、本年はいよいよ全国大会京都大会の年。まことに身の
引き締まる思いがいたします。当会も、各単位会諸兄のご指導を
仰ぎつつ、下鴨らしくお役に立てるよう努めてまいる所存です。
　本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

青年の定義
　青年とは。
　青年の青年たる何であるか。青年を青
年たらしめているのは何をもってか。
　「青春とは心の若さである。信念と希望
にあふれ、勇気にみちて、日に新たな活動
を続けるかぎり、青春は永遠にその人のも

のである。」と言ったのは、サミュエル・ウルマンの詩「青春」に共
鳴した松下幸之助翁の言葉であるが、ここで言う青春は青年
と置き換えることも可能であろう。
　下鴨神社青年会の会員約５０名、そのほとんどが熟年期を
迎えた壮年の面々であり、中には華甲を迎えた方もおられる。
　しかしながら、当会会員は誰がなんと言おうと青年であり、異
論があればことごとく却下するものである。
　小松隆志会長をはじめとする当会の会員は、生涯を通じ発
達し続ける存在として、理想を失わず燃ゆる情熱を持ち、怯懦
を恐れず、柔軟性を持ち、妥協を許さず、精気ある魂を保持し
続ける、世の青年達の鑑として率先垂範する者である。
　心の若さを青年とするなら、況んや下鴨神社青年会をや。
　下鴨神社青年会は、松下翁の言葉を規矩準縄として心に
刻み、青年の志を胸に本年も勇往邁進してまいりますので、何
卒宜しくお願い申し上げます。

賀茂御祖神社　権祢宜　京 條 寛 樹

下鴨神社青年会
会　長

小 松 隆 志

昨年の幸せに感謝、
　　　　　そして今年

取扱車種　クラウン・プリウス・エスティマ
ランドクルーザー・ＦＪクルーザー・etc.

修 学 院 店

京都市左京区修学院山端森本町 3-1
TEL 721-6300

（５）

二輪・スクーター・自転車・販売整備

下鴨神社前西入　　TEL（075）781-0458

下鴨  中村商会



発足2年目を迎え

杉 本 寿 一

　新年明けましておめでとうございます。
　上賀茂神社青年会も平成２１年８月３０日にスタートし２回
目の新年を迎え、会員の皆さんが元気な顔をそろえ新たな
決意を固め、大きな豊富を抱いてご奉仕される姿を見てま
ことに嬉しく思います。
　この１年半足らず、大晦日からお正月三が日にかけてみ
たらし団子・昆布茶などの販売や、曲水の宴・葵祭・笠
懸神事などに青年会がご奉仕させていただきました。日頃
身に纏うことのない装束でのご奉仕に対し、会員から「とて
も良い体験をさせてもらいありがとうございました」と感謝の
声を聞くなど会員一同、厳粛な祭典に参加する中で楽しみ
を見出しております。

また７月１０日に静岡大会で全国の氏子青年会から承認さ
れ、上賀茂神社青年会にとって新たなスタートとなったこと
などいろいろと良い思い出ができました。
　私にとって氏子青年会で大変よい出会いがあり、いい仲
間がたくさんできました。この出会いのご縁をこれからも大切
にしていきたいです。
　今年度京都府連の事務局長と大役をおおせつかりまして
微力ではございますが精一杯務めさせて頂きます。来る７月
１６日には全国氏子青年協議会定期大会が京都に於いて
開催されます。全国の氏子青年会の皆々様をおもてなしの
心を持って京都にお招きしたいと考えております。京都大会
を盛大に執り行えるように丸岡
会長・大垣大会委員長のもと、
一致団結し、準備を進めてま
いります。
　上賀茂神社青年会の活動
が地域のみなさまに認知され
貢献できますよう、本年もさら
なる努力を積み重ねていきます
ので、ご指導のほど宜しくお
願い致します。

上賀茂神社青年会
会　長

新年に思うこと
　皆様、明けましておめでとうございま
す。
　一昨年８月に結成しました上賀茂神
社青年会も１年目を終え、無事２年目を
迎える事が出来ました。これも、右も左
も分からなかった私どもに色 と々ご教授

下さった皆様のおかげでございます。ありがとうございます。
　さて、１年目は「とりあえず」ということで活動してきましたが、
２年目からはそうはいきません。前年の反省を生かし、青年
会の活動をより良いものに成長させ、行事として定着させる
必要があると思います。そして、この１年間神社へのご奉
仕を通して会員各位から出た今後の活動への要望や提案
を具体化し、また新たな事業を起こしていかなければならな
い。この２点を念頭に本年も邁進して行きたいと思います。
　また、昨年の７月に開催されました全国大会において当
神社青年会が正式に加盟単位会として認証されましたこと
をこの場を借りましてご報告させて頂きます。
　本年はこの全国大会が京都で開催されます。当神社青
年会も京都大会が成功裏に開催されるよう精一杯努めさせ
て頂きます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

上賀茂神社　有 島 昌 延

（６）



謹賀新年　　　長岡天満宮青年会会長　三 宅 芳 朗
　明けましておめでとうございます。希望にあふれる新年を
お迎えの事と存じます。
　長岡天満宮氏子青年会　会長を拝任させていただいて
おります三宅芳朗です。
　歴史と緑あふれる長岡京で生まれ育ち、幼少の頃より親
しみのある長岡天満宮の氏子青年会の会長として、伝統
の灯を絶やすことなく受け継ぎ、古きよき時代の面影を後世
に残していくために、若者から老人まで世代を超えた人と
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・後輩たちとの交流の
なかで、切磋琢磨し成長していきたいと思います。
　また、京都府氏子青年会連合会・丸岡会長の下、第
４９回全国氏子青年協議会京都大会の実行委員として広
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、ご協力のほど宜しくお願いいたします。定期総会・
式典・懇親会を通じて氏子青年会の諸活動を再確認し、
さらなる発展を誓いたいと存じます。今後とも、ご指導、ご
鞭撻を賜ります様お願い申し上げます。

　平成２２年１１月２８日（日）には京都府氏子青年連合
会で神足神社を正式参拝し、長岡京周辺の名所を見学し
た後、懇親会を長岡天満宮にて行ないました。盛会となっ
たことを喜ばしく思い、ご参加下さいました皆様には、大変
感謝しております。誠にありがとうございました。
　皆様のご多幸と世界の平和を心よりお祈り申し上げます。

新築・リフォーム・耐震診断・耐震補強工事
創業5 5年

長岡京市馬場1丁目2番13号
ＴＥＬ（０７５）9 5 5 ー1 2 3 4

http://www.miyake-koumuten.com/

株式会社　三宅工務店トラベル長岡
京都府知事登録369号

長岡京市神足太田２１－１７
ＴＥＬ（０７５）951ー0788
ＦＡＸ（０７５）951ー0789代表者　頼 野 和 雄

長岡天満宮　　　　　　　　　　　　中 川 正 盛
　神社の祭典や各種行事は、氏子の方々のご協力があって
こそ開催出来ます。
　当長岡天満宮においても、多くのご協力を頂いておりますが、
その中でも氏子青年会の皆様には目に見えないご尽力を頂く
事が多くあります。
　それを象徴するかの行事が節分祭です。当宮では平成１９
年より豆まきを始めました。未だ手探りの状態で、参拝者への
安全配慮・豆のまき方等々、試行錯誤を行っております。そ
の中で参拝の皆様にお喜びを頂き、好評なのが当氏子青年
会の方による「鬼」であります。
　第１回目の時から協力して頂き、現在は赤・青・黄と三色
の鬼に扮して、１年間の氏子崇敬者の健康・安全の為「厄」
の対象となって、参道を所狭しと暴れ周り（時には小さなお子
様を泣かしたりもしますが・・・）参拝者の目を楽しませて頂
いております。
　豆まきのご奉仕の方々は、誰が入っているか判らないのもあ
り、全力で豆を鬼に投げつけます。しかし当氏子青年会の猛
者達は、怯むことなくあえて豆に向かっていきます。
　そんな姿を見ていると、こういった人たちに政権を委ねてみ
るべきではないか。現職の閣僚たちの売国精神・発言問題
に活を入れてもらうべきではないかと。（少し私情を挟みました
が）
　本年も節分祭を盛り上げるため、それに先立ち、地元のスー

パーや駅前にてＰＲ活動を行います。このときも氏子青年会の
方々に鬼の扮装をしてご協力を頂いております。さすがに町中
ですので鬼も暴れることなく子供達と和やかに記念撮影をしま
す。花形であり裏方でもある活動を行って頂ける氏子青年会
の皆様は当神社にとって、本当に有難く、感謝の一言です。
　今回は節分祭のご協力について挙げさせて頂きましたが、
その他にも多くのご協力を頂いている氏子青年会の皆様と共
に、神社の護持運営の為に寄付等を集めることも必要ですが、
このような活動こそが、本当に大切な事であり、それに賛同し
お手伝い頂けることへの感謝の念を忘れることなく、神社奉仕
に努めていきたいと思う今日この頃です。

（７）




