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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

＜ 東日本大震災復興支援大会 ＞

◇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。
　昨年の平成２３年３月１１日に発生しました。東日本大震災により
被災された方、被害にあわれた方々に対し、心よりお見舞いとご冥
福をお祈り申し上げますとともに一日も早い復興を心よりお祈り申し
上げます。
　京都府氏子青年連合会では２年前より全国大会の主管を平成
２３年７月１６・１７日に京都国際会館にて総会、式典を行い、プリンス
ホテル京都にて氏子青年の夕べの懇親会を行いました。
　全国氏子青年協議会第４９回定期大会・京都大会を大会テー
マ「－ 日本文化の原点　京都から　氏青の絆を深めよう－」のもと
開催させていただきました。京都府氏子青年連合会の７つの青年
会の会員当日１１０名のスタッフにてお迎えいたしました。　
　当日は大変お忙しい中、神社本庁　総長　田中恆清様をはじ
めたくさんのご来賓のみなさま１０８名のご臨席をしていただき、全国
各地より北は青森県、南は宮崎県より９８単位会８２５名の氏青の
仲間の参加のもと開催することができましたこと大変うれしく存じ上
げます。
　今回の大会は、東日本大震災復興支援大会として開催すること
で被災された神社や氏青地区などの再確認をし、さらに氏青の絆
を深め復興支援を行う場として開催させていただきました。
　当日は、被災地の復興に向け募金活動を行い、義捐金など温か
いお力添えをいただきました。京都府氏子青年連合会の会員が、
一致団結して責任ある行動をしていただいたことにより盛大に開催
することができました。ここで、会員の一人ひとりに感謝をしたいと考
えます。本当にお疲れ様とお礼を申し上げます。
　さて、京都府氏子青年連合会の活動報告をご紹介させていた
だきます。

　まず、当会の恒例となっております神社
清掃奉仕について、平成２３年１０月２日に
京都市の大原野神社にて神社清掃奉仕
を開催させていただきました。
　正式参拝を行い、齊藤重介宮司様より
神社の由緒をお話していただきました。そ
のあと境内を２時間かけて清掃させてい
ただき、氏青全員よい汗を流しました。ま
た、参集所をお借りして役員会を開催させ
ていただき、よい一日となりました。
　平成２３年１１月２７日には、氏子青年の
集いとして石清水八幡宮青年会の主管
のもと、会員にそば打ち体験を企画していただきました。日頃は、そ
ばを食べるだけで、自分でそば粉からめったに打たないので食べ
物に対しての感謝の気持ちが感じた一日であったのではないかと
思います。食べ物に感謝した一日でありました。
　その他の京都府氏子青年連合会の活動は、天皇皇后両陛下
御入洛御奉迎、皇太子殿下御入洛御奉迎、広報季刊誌の発刊、
役員会、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、年末年始のヤチマタ募金活動など、一
年間を通じて活発に活動を展開しております。本年も会員が一丸と
なって活動し、一生懸命がんばりますので、ご指導、ご協力、ご鞭撻
のほどよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、本年も皆様が神様のご加護をいただき、しあ
わせで過ごせますようにご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。
日々 感謝　感謝

みつひろ
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　先ず以って謹んで皇室の弥栄と神宮・神社の御繁
栄、京都府氏子青年連合会と各単位会の発展、東日
本大震災や紀伊半島豪雨などの被害に遭われました
地域の一刻も早い復興を祈念いたします。
　新しい年を迎えられ皆さまにおかれましては益々御健
勝のこととお慶び申し上げます。京都府氏子青年連合
会の御奉仕をされます神社の御社頭におきましても、新
年を迎える多くの参拝者のなか、氏子青年の皆さまの笑
顔が満ち溢れている年初めであると推察しております。
　平成２３年夏の国立京都国際会議場において開催
されました第４９回定期大会におきまして、京都府氏子
青年連合会の御支援のもと、全国の会員からの御承認
をいただき、２３年７月よりの１期２年、全国氏青協の会長
として選任されました。全力を挙げ諸事業の完遂に当た
らせていただきますので、一層の御協力・御支援を賜りま
すよう何卒宜しくお願い申し上げます。

　また、師走の４日に開催をいたしました「全国氏青協
神宮新穀献米事業」にも、京都から多数の御参加と御
奉納を賜り誠にありがとうございました。この事業は、神
道青年全国協議会と共に取り組みをすすめる「知ろう
学ぼうお米づくり」の一環として、氏子地域の子供達と
田植えをし収穫したお米や、氏青会員から献米された
お米を伊勢の神宮さまと氏神さまに奉納させていただく
事業です。「神宮さまと氏神さま」「お祭りとお米づくり」を
このことを通して体得することは、日本文化を知るうえで
も極めて重要と考えております。なお、本年３月３１日から
４月１日には「東日本大震災復興祈念　靖国神社奉納
第７回鎮守の森こども相撲大会」を東京九段の靖国神
社において開催いたします。東日本の大震災に負けず
に困難に立ち向かう子供達の真剣な取り組みの姿に御
声援をお願いいたします。
　なお平成２５年に本会は、結成５０周年を迎えることと
なります。多くの諸先輩の御努力により半世紀の時を刻
む本会の今後のあるべき姿と方向を検討し、次の世代
に引き継ぐための２年となりますので、京都からも積極的
な御提言をいただきますよう宜しくお願いしますとともに、
本年も昨年に倍する一層の御協力と御支援を何卒宜
しくお願いいたします。弥栄

新年明けましておめでとうございます。

全国氏子青年協議会
会長

鷹 野 尚 志
（石清水八幡宮青年会）



　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々
し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。
　先ずもって、昨年７月１６日から二日間にわたり開催させていただ
いた「全国氏子青年協議会第４９回定期大会京都大会」開催につ
きまして、京都府神社庁田中恆清庁長様初め京都府神社庁関係
者の皆様、京都府神社庁関係団体の皆様、そして本大会に関わっ
て頂いたすべての皆様にご協力・ご支援・ご指導賜り、おかげを持ち
まして無事終えられました事この場をお借りしまして御礼申し上げま
す。誠に有難うございました。不行き届きが多々有ったにも拘らず、賞
賛の声を多数頂きました。これも日ごろからお世話になっております皆
様のおかげと思い深く感謝申し上げます。
　さて、十年ぶりとなる京都での全国大会の開催が決まったのは開
催の約二年前でございました。京都氏青のメンバーは約３２０名を
有し全国でも屈指の会員数を誇っており、全国大会を運営できる県
連もおのずと限られて参りました。開催日の選定についても例年土曜
日が式典、翌日がエクスカーションと言うのが通例で、今回は１６日の
土曜日が宵山であり１７日の山鉾巡行もご覧いただけると言う事もあ
り最高の舞台を用意することができました。私自身前回の京都大会
は当日参加させていただいた位で段取りなど十分に理解しておりま
せんでした。しかし幸いにして前回の京都大会実行委員長は元御
靈神社氏子青年会会長の山田高士さんであり、身近に経験者がお
られると言う事も心強く、大きな安心感が有りました。

３月１１日
　京都大会の案内を会員に発送しお手元に届いた矢先に、あの
大震災が発生したのです。翌12日は以前から予定されていた全
国氏青協の役員会の日でありました。当日集まれるものだけ東京に
集まろうという事になり、今後の対応について協議されました。被害
状況の把握はもちろん、人的支援体制・義捐金の募集・今後のス
ケジュールなど検討されました。全国大会の開催もこの場では結論
が出ず各方面のご意見をお伺いしながら決定いていこうという事
になりました。その後京都氏青の役員会でもお一人おひとりからご
意見をお聞きし、京都氏青としてどうあるべきか検討に入りました。
京都大会を予定通り開催することが良いのかどうかから始まり、総

会・式典のみの開催とするのか、次年度開催地が宮城であるの
で、一年延期して被害に遭われた宮城大会に代わって京都大会
を実施する等数々のご意見が出てまいりました。現実、早々に被災
地に足を踏み込まれた方々のお声を聞くととても浮かれた気分で
大会を開催できる状態ではないとの声も頂戴し京都氏青として方
向性を出せずにおりました。種々検討する中、宮城氏青さんより、「５
０回大会は宮城で復興の証として開催したいので今回は是非京
都で例年通り開催して欲しい」とのお言葉を頂戴しました。このお
言葉をきっかけに一同開催することの意志が固まり、京都氏青とし
ての方向性を役員会に上程させていただきました。その後、大会の
趣旨を「東日本大震災復興支援大会」とし開催が正式決定され
いよいよ具体的な準備の追い込みに入ってまいりました。
７月１６日土曜日　祇園祭　宵山
　それまでは月に一回程度の実行委員会を月二回に一か月前には
週に一回と回を重ね、いよいよ本番を迎えることになりました。実行委
員メンバーは本番直前になり連日徹夜で対応していただきました。
　全国氏青協の役員・事務局の方々は前日に入洛され、石清水八
幡宮・御靈神社での正式参拝や事前打合せも怠りなく進み、いよい
よ本番当日となりました。気になっておりました天候の心配もなく晴れ
渡り例年以上の猛暑となりそうな気配で当日を迎え、メンバー一同
士気も益々高揚してまいりました。運営にご協力いただいた京都府
神道青年会の皆様を含めて１００名を越すスタッフの方 に々早朝か
らお集まりいただき、配布物の準備や、東日本大震災写真展及び京
都府氏子青年連合会各単位会の活動報告などの展示物の準備
など進めました。
　準備が整った頃に正式参拝からご参加いただく方々が徐 に々お
集まりいただきそれぞれのバスに分乗頂きました。今回は賀茂御祖
神社新木宮司様と賀茂別雷神社田中宮司様のご配慮により200
名を越す正式参拝を受け入れて頂き会員各位は猛暑の中、額に
汗しながら大会の成功を祈願し参拝させていただきました。今大会
の「復興支援」と言う趣旨に基づき華美にならず粛 と々進め、スクリ
ーンで被災地の報告や天皇陛下による被災者や国民に向けたビ
デオメッセージ、そして平安雅楽会や勤皇鼓笛隊による清興等例
年とは違った趣で企画させていただきました。式典後は会場をグラ
ンドプリンスホテルに移し懇親の輪を広げました。

　結びに今回全国大会の実行委員長と言う大役を仰せつかり無
事終えられたこと皆様のご協力とご理解に感謝申し上げます。京都
府氏子青年会各単位会の会長様が責任を持って行動していただ
いたこと、各委員さんがあらゆる事態を想定しご準備いただいたこ
と誠に嬉しく思っております。事務局長を務めて頂いた御靈神社氏
子青年会会長の片岡潤哉様はじめ各単位会の皆様には素案作り
から当日のシナリオ作成・運営等最後までやり遂げて頂き感謝の気
持ちで一杯です。本当にありがとうございました。御礼の気持をお伝
えしきれませんが、今回のこの経験が私の人生にとっても大きな糧と
なりました。お世話になりました。ありがとうございました。感謝

全国氏子青年協議会第49回　定期大会京都大会を終えて

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
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　新年明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、昨年は京都で１０年ぶりに全国氏子青年連合協議会全国
大会が行われました。当日はお陰様で多数のご参加を頂き、無事に
終了することができ、ご協力頂きました皆様に感謝申し上げます。思
い返してみますと３月１１日に起きました東日本大震災により、開催の
有無から立ち返り何回も会議を重ね、大変苦労を致しました。
　我々が担当の懇親会は、今回は直会に名称変更して開催しまし
たが、その直会の内容も規模をどうするのか、世間の風潮や折角こ
の時期に京都まで足を運んでくださる参加者の事も考え、時間が無
い中、府連全体で協議致しました。
　細かい内容・段取りは同じ直会担当の長岡天満宮青年会さんと
個別に何度も協議を繰り返し、準備に関しては前日深夜まで掛かけ
て行い当日を迎えました。
　そして、その苦労は大会終了と同時に感動に変わり、何とも言え
ない達成感が心の底からにじみ沸き、この歳になって本当に貴重な

体験をさせてもらったと思っております。何より京都氏青の絆、特に
長岡さんとは同じ担当だったこともあり、今まで以上に深い関係を築
けました。
　そんな関係からか、８月の長岡天満宮のお祭で長岡天満宮青
年会さんのお手伝いをさせて頂く機会があり、９月の松尾大社のお
祭に今度は長岡天満宮青年会の方や職員の方がお手伝いに来
て頂くと言う交流が出来ました。このような交流は全国大会での活
動が有っての事と思います。
　このお祭りの日は台風１２号の影響で過去例がない祭典日の２日
間連続で雨となり、土曜日の行事は全て中止、翌日の行事も中止と
するべきか会員同士非常に悩みました。各催しの問い合わせも多
く、毎年楽しみにしている方も大勢おられることがわかり、何とか夜の
盆踊り大会だけでも開催できないかとの思いが有りました。当日、天
気予報を見ると夜は曇り、しかし雨は強くなる一方で本当に大丈夫
か？と不安でした。
　そこで天気予報で雨雲の流れを確認すると、南の方は晴れてい
たので石清水八幡宮青年会の丸岡府連会長に聞いたところ、八
幡市は晴れているとの情報があり盆踊りの開催を決定しました。
　幸い盆踊り大会の２時間はまったく雨も降らず、例年よりは少ない
参拝者数でしたが、無事終了することができました。この天候不順
の中、順延もあった状況で盆踊り大会に参加して頂ける方がこれだ
け居ることに、感動と今年も開催出来た喜びを感じました。
　そして、終了と同時に雨が降ってきたのは不思議と言うか奇跡と
も思え、今までの我々の活動を松尾の大神様が見守ってくださって
いたと感謝したところです。
　このように、昨年は本当に色 な々事を経験させて頂きました。氏子
青年会の繋がりで助け合いが生まれ、この関係を大切に本年も
日々 の活動に生かして行きたいと思います。

京都大会をおえて
　大垣実行委員長を胴上げして全国大会の成功の喜びを分かち
合ってから、早四ヶ月が経った。
　思えば昨年、全国大会を７月１６日に開催することで決定したこと
に始まる。１６日といえば観光客の最も多い全国に名高い祇園祭
“宵山京都”をアピールする絶好の日でもあり、京都の魅力を満喫頂
く目的でもあった。
　その日から全国大会に向けての準備が始まり、各単位会に役割
が分担された訳であるが、はじめは実感が湧かず、まだ先の行事と
思っていたのが実情である。
　総会・全国大会の会場選定や費用・予算の面等、少しエキサイ
ティングな討論を重ね、京都国際会館で開催することに決着。宵山
でこの会場となると多数の参加者になるはず、我 も々この大会を成
功させなければという意欲や使命感が湧いたのを思い出す。
　しかし、年が明け具体的に準備が進み出した頃、あの３月１１日日
本全土を揺るがした東日本大震災が発生した。国内の催しが自粛
するムードの中、幾度も話し合い被災地を励ます意味でこの大会を
東日本大震災復興支援大会として開催することが正式に決定した
が、被災地を思うと自分達の役割がまだイメージできず、もどかしさや
不安があった。決まったことでも修正、追加となかなか前に話が進ま
ず、宿泊人数にしても確定しなかったため、ＪＴＢの木村さんも頭を
抱えていたようである。
　松尾氏青も長岡天満宮青年会と共に直会の担当であったが、
来賓の席次等は神社庁の中嶋参事の助言を頂き、参加者の席札
やタイムスケジュールの確認など前日まで準備に追われ、他の単位

会でも同じように苦労されたと聞くと、大きな事業を行う難しさを感じ
たところである。
　そして、一年かけて準備した全国大会も慌ただしく一日が過ぎ、
大震災の発生したこの年に全国から約１０００人の同志が京都に
集い、無事そして盛大に終えられたことは京都氏青みんなの心に
刻まれる大切な大会になったと思う。
　普段の生活では到底得ることのできない貴重な経験がそこには
あり、大会を終えお世話になった皆様に心より感謝申しあげます。
※因みにゲストの平山みきさんとのツーショット写真は記念になり、こ
れも非常によい思い出となりました♪

松尾大社氏子青年会　関崎孝司

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

（４）



▲ 神輿庫屋根に取り付けられた発電パネル▲ 拝殿に掲げた提灯

〒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

謹んで新年の
お慶びを申し上げます

室 田 一 樹

　京都府氏子青年連合会の皆様には、ご家族お揃いで
新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　さて、岩屋神社氏子青年会発足時には、八坂神社氏
子青年会様に大変お世話になったのですが、岩屋神社
献灯会もやはり当時権宮司であられた鈴木日出年先生
のお導きにより発足しました。お陰さまで現在、会員数百五
十名を数えるまでに至っております。また、数年前に電球を
発光ダイオード（LED）に取り替えましたのもやはり、八坂

神社様のお知恵をお借りできたからでした。この場をお借
りして、あらためて御礼申し上げます。
　ところで献灯会の提灯は、神輿庫の屋根に取り付けま
した太陽光発電パネルによって日中に得ました電気を売
電して毎夜灯っておりますが、そうしたこともあり会の積み
立ても少々貯まりましたので昨年、福島県いわき市にご鎮
座の御齋所熊野神社様に仮社殿を奉納させて頂きまし
た。被災地に氏神様が戻られることで氏子の皆様の復興
にかける気持ちが一つになるとお聞きしてのことだったの
ですが、それはまた、取りも直さず岩屋神社献灯会員の気
持ちをも一つにしてくれました。あらためて氏神様が守って
下さるよろこびが全身に湧き上る思いでございます。どうか
当会々員諸兄におかれましても、年初にあたり氏神様にご
奉仕される意義を今一度振り返って頂きたく願う次第でご
ざいます。
　末尾になりましたが、皆々様の益々のご多幸とご健勝を
心よりお祈り申し上げます。

岩 屋 神 社
宮　司

岩屋神社氏子青年会　　　　　　　中 川　清 生
　新年明けまして、おめでとうございます。旧年中は皆様
に何かとお世話になりありがとうございます。どうぞ本年も
宜しくお願い致します。
　さて昨年は、京都で第４９回全国氏子青年協議会が
開催され、全国から１０００人を越える方々にお越し頂き、
大成功に終わったことを大変嬉しく思います。大垣大会
実行委員長を始めとする各氏子青年会の方々ＯＢの
方 に々御協力頂きありがとうございました。
　私ども岩屋青年会としても微力ながらお手伝いが出来
て良かったです。しかし、他の青年会様は多くの動員を頂

きましたが、岩屋青年会は少数の動員だけで終わってし
まい申し訳なっかったです。
　私自身、第３９回と第４９回と、２回も京都での全国大会
をお手伝い出来て大変光栄な事と思っております。今後も
岩屋神社青年会をご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し
上げます。
　末筆になりましたが、昨年は千年に一度と言われる東日
本大震災、台風１２号による被害でお亡くなりになられた
方々に深い追悼の意を表すとともに被害を受けられた方
にお見舞い申し上げます。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。

（５）
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　まずは、大過なく新年を迎えられましたことを、感謝したいと
思います。
　昨年は、その中盤までは、なんといっても全国大会一色の
府連活動でしたが、当初はその熱さがうまく伝わらなかった
当会でも、ほかの単位会の皆様に引っ張られるように、徐 に々
力が入っていった気がします。
　もちろん大会実行の中核であった御霊氏青の諸兄の頑
張りがなければ、大会の開催すら難しかったでしょうし、いくら
お礼を申しても足りないほどではありますが、そのほかの単位
会の皆様も各々のご担当に邁進され、結果としてあのような
大きな大会を無事全うできたことも、また間違いのないことだ
と思います。京都府連の団結した力が、いかに凄いものかを
実感することができました。
　府連新参の当会は、以前の京都大会が未経験ゆえに、目

の前のことしか見えず、数手先を読んでおられる諸兄の手助
けにはあまりなれていなかったように思いますが、このときに府
連の仲間でいられたことで、得難い体験をさせていただいた
と、私自身はもとより、下鴨の皆も等しく感じているところです。
　そのうえ、大会前の正式参拝の栄誉までご委譲いただき
ましたこと、まことに感謝に堪えません。ことに当会では、二年
前の新潟大会で指定氏青をいただき、その事業として取り
組んでおります双葉葵の育成の成果を、全国の皆様に直接
社頭でご覧いただき、報告とさせていただけたことは、千載
一遇の機会を頂戴したと、衷心より感謝いたしております。
　当会の年齢構成からして、次の京都開催の折に、今回の
経験を第一線で活かせる者は、ほんのわずかだと思われま
すが、それだけに、この大会への取り組みの貴重な記録だけ
はきちんと残して、次世代へ伝えていかなければと思ってい
ます。
　さて、翻って本年は、当会にとりまして、３度目の会長交代
期にあたります。会発足よりはや９年になろうかという今、組織
の見直しの機運も出ており、新たな体制を模索しているところ
です。
　今後も、氏青活動のご経験豊かな府連の皆様には、何か
とお教えいただくことも多いことと思いますが、なにとぞご指導
賜りますようお願いいたします。
　本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

下鴨神社青年会
会　長

小 松 隆 志

感激と感謝の
　　　一年が過ぎて

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
登　録　商　標

本店／下鴨神社バス停上ル、加茂みたらし茶屋
電話（075）781ー1460・791ー1652

（６）

【平成２３年の主な活動】



新任のごあいさつ

川 上 清 和

　この度、初代会長杉本寿一氏の後任といたしまして会長
を仰せつかりました川上清和でございます。
　なにぶん博識浅く、大所帯の当神社青年会の先頭に立た
せていただく器量もございませんが、よろしくご指導いただきま
すようお願い申し上げます。
　さて、当神社青年会は氏神神社や崇敬神社様と地域の
発展を進めることや、その活動の中で多くの方々に神社との
関わりを持っていただき、より神社のことを知っていただくこと。
そして子供たちに素晴らしい郷土の文化・習慣などを伝えて
いくことを理念とし発会いたしました。
　未熟さゆえ、まだまだ理念には遠く及びませんが、前任杉
本氏がまかれた種が将来必ずや黄金色の大輪を咲かすこ
とになるよう役員・会員とともに地域と崇敬神社様の発展のた
めに活動してまいります。
　三年前の発会以前から府連役員の方々にご尽力賜りま
して京都府氏子青年連合会の仲間に迎え入れていただき、
様々なお話を拝聴できたことは私たちが青年会活動を続け
て行くうえで大変勉強になりましたことが思い出されます。
　さて、昨年は第４９回全国大会が京都で開催され、圧倒
的な全国の仲間の御参加を目の当たりにし、改めて京都の
持つ伝統や文化その魅力を認識いたしましたし、氏子青年
として伝承していくべく責任を身震いしながら感じていまし

た。また、東北を襲った震災に対し義捐金活動をしたことも
清 し々い経験をさせていただいたと感謝しております。
　私自身、以前ならこのような素直な感動があっただろうか
と、今更ながら大神様のお力の素晴らしさを感じずにいられ
ません。
　今後もたくさんの青年会活動や他団体様との交流の中で
自身の成長はもとより、京都府氏子青年連合会様や崇敬神
社様と地域の発展に少なからず寄与すべく活動してまいり
たいと思います。
　当青年会の活動状況と申しますと、残念ながら事情により
発会以降ご奉仕いただけてない会員さんもおられます中、年
間行事には毎回多くの皆様のご協力をいただいております。
　大晦日から正月三日間の物品販売は青年会一番の収益
事業活動であり、青年として大変賑やかに年の初めをスター
トいたします。以後様 な々行事にたいするご奉仕活動ならび
に物品販売による宣伝活動等行っていますが、そんな中で
新しい入会者が生まれたり、ご参拝の方 に々励まされたりと日
頃の仕事以外の経験をたくさんさせていただいています。
　人間一生勉強と申します。願わくば青年会に携わるすべ
ての方がご奉仕活動を通じ、その経験を糧とし大きく成長さ
れることを心より祈念いたします。
　また、年中行事となりました会員相互の親睦会や反省会も
大変好評であり、名刺交換などされながら、これからの活動
や仕事の話題などで大変賑わっております。
　今年は初めての企画として研修一泊旅行を実施いたしま
す。そして現状の青年会行事に満足することなく新しい活動
も考えていかなければと思っています。
　これからも気負うことなく青年会の現職を努めてまいります
ので今後ともご指導賜りますようお願い申し上げまして、ご挨
拶とさせていただきます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

上賀茂神社青年会
会　長

麺類、丼一式　　　　　　　
　　　お好みやき、焼きそば

☎（07 5）7 9 1 - 1 0 0 0

上賀茂神社前　か わ か み
平成２７年　第４２回式年遷宮

上賀茂神社青年会
会長　川　上　清　和

世界文化遺産　賀茂別雷神社

（７）



◎ 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

日本の復興に氏青の若い力を
　最初に、昨年の東日本大震災でお亡くなりになられた方々
のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された地域の
皆様、地域の氏神様の復興を心よりお祈り申し上げます。
　昨年日本は大きな震災、原発事故に見舞われました。震
災から約10ヶ月たち
現在復興に向けて日本全体が一丸となって進んでいるとこ
ろであります。
　京都府氏子青年連合会は昨年7月まだ被害の癒えない
中、全国氏子青年協議会49回定期大会を開催するかどう
か危ぶまれる中、このような時だからこそ、全国の青年会の
力を結集し、団結し日本復興の一助になろうということで開
催にこぎつけ、見事に大成功に開催できたこと本当に嬉しく
思いますとともに、改めて若者たちの力を感じたところであり
ます。
　今回の災害で海外の方から、日本人の持つ道徳心、人を
思いやる心の素晴らしさを賞賛する声が多く寄せられていま
す。これらは日本人に古くからの神 と々の繋がりの中で自然と
身に付いてきたものだと思います。

　今回京都の氏子青年の方々が力を合わせ大会を成功に
導いたことは、地域の絆、若者が一つの目標に向かって進む
時のパワーの強さを改めて見たとこです。
　青年会の方々には、今後とも地元の氏神様を通じこの日
本人が持つ心を絶えることなく伝えていく力の一翼を担って
欲しいと思っております。

長岡天満宮宮司　中小路宗俊

　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。長岡天満宮青年会々長を拝任さ
せていただいております三宅芳朗です。浅学非才の身で
はございますが会長といたしまして当会に課せられた社会
的責務を果たすべく本年も努力してまいる所存でございま
す。どうぞ倍旧のご支援ご鞭撻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。
　私自身まだまだ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、昨年７月16日・17日に国立京都国際会館およびグラ
ンドプリンスホテル京都にて第４９回定期大会「日本文化の
原点―京都から　氏青の絆を深めよう！！」が盛大に開催さ
れました。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合いました。そして
義捐金活動等を通して有意義な大会だったと振り返る次
第でございます。
　昨年・3月11日の東日本大震災でお亡くなりになられた
方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに被災された地
域の皆様、地域の氏神様の復興を心よりお祈り申し上げま
す。このような場を与えてくださった神社関係者の皆様、本
当にありがとうございました。
　日本国の復興と世界の平和を心よりお祈り申し上げま
す。敬具

謹賀新年

長岡天満宮青年会
会　長

三宅　芳朗

（８）



石清水八幡宮青年会
会 長

会長就任・
　全国大会を終えて

武 本 延 美

　今年の４月の総会で石清水八幡宮青年会会長に就
任しました武本延美です。これからも府連活動等に積極
的に参加したいと思いますので、宜しくお願い申し上げま
す。
　今年は３月１１日に起こりました東北大震災・台風 12
号による紀伊半島の土砂災害と災害が多かった年でもあ
ります。震災にあわれた方々には衷心よりお見舞い申し
上げます。那智大社に復興支援活動に参りましたときに
も感じましたが、災害と一言で言いますが、本当に自然
の力には圧倒されるものがありました。一刻も早い復興を
望んでいます。

　府連の活動では、前任の東村氏より引き継ぎましたか
ら、まず全国大会という大きなイベントがありました。全国
大会では、他府県から来られる参加者の方 を々お迎え・
会場移動するという仕事を担当させていただきました。猛
暑の中石清水の会員には街頭に立ってお迎えしていた
だき感謝しております。今回全国大会を経験させていた
だきましたのは２回目ですが、前回は若かったこともあり
何も分からないまま参加しました。今回は前回の経験も
踏まえて十分な準備も出来ない状態だったのですが、大
成功に終われたことを嬉しく思っています。今後ともご指
導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

高良神社　ちょうちん夏まつり
　石清水八幡宮の摂社であり旧八幡町の氏神社でもあ
る「高良社」で、７月の中旬に行われる高良社祭にちょ
うちんを献灯する献灯事業も本年度で、２５年目を迎える
こととなりました。大小約４００個のちょうちんを高良社の
本殿と拝殿周りに配置し、夜には全てのちょうちんに明
かりが灯され、幻想的な雰囲気を演出しています。
　高良社祭当日にはそれぞれの町内を巡航していた太

鼓御輿が高良社に集結し、ちょうちんの前で迫力ある宮
入り奉納が行われます。祭りの１週程前にはちょうちんの
点灯式を主としたちょうちん夏まつりを開催し、まつりを通
じて地域の皆様と高良社、石清水八幡宮を繋ぐ夏の恒
例イベントとして親しまれています。運営は、早朝よりの
柱の設置作業、広報、ちょうちんの設置、まつりの開催、
夜警など撤去まで約２ヶ月を要する事業であり、青年会
の皆様に尽力頂き、本年度も無事に収める事が出来ま
した。これからも地域に根ざした事業として、青年会一
丸となり発展しながら継続して参ります。

高良社祭献灯実行委員長　上田幸寛

（９）

総合建築請負一式

代表取締役　武　本　　勲
〒614-8038　【自宅】京都府八幡市八幡園内6番地１　TEL.（075）981-2836

【工場】京都府八幡市八幡園内5番地１　TEL.（075）983-4460

株式会社  武 本 工 務 店
造園緑地・環境石材・貼石・積石・外柵・車庫・庭改修

設計・施工・管理

〒614-8038 京都府八幡市八幡園内15番地
ＴＥＬ（０７５）９８１－４００８㈹
ＦＡＸ（０７５）９８１－０１８５　
H.P http.//uedazouen.com
Mail mail@uedazouen.com



　謹んで新春のごあいさつを申しあげます。皆々様方、よき
年をお迎えのことと心よりお喜び申しあげます。
　昨年４月より山下会長のあとを引継ぎ御霊神社氏子青
年会の第２０代会長を務めております片岡潤哉です。会社
を室町上立売に移転した８年程前に青年会へ入会し、活
動に参加させていただいております。
　昨年は未曽有の大震災により催事を行う際に懸念を抱
く意見もありながら、会員の皆様の今こそ活力を示すべきと
のお声に支えられ無事に終えることができました。御霊神社
は諸先輩方より多くの年中行事が引き継がれており、2月の
節分祭、総会、５月の御霊祭、夏休みにはラジオ体操や写
生大会、11月のおひたき等地元住民の皆様との関わりを大

切にして参りました。
　昨年７月の全国氏子青年協議会全国大会京都大会で
は元御霊神社氏子青年会会長大垣実行委員長のもと御
霊神社氏子青年会は事務局として早くから準備に取り掛
かり、深夜にまで作業が及ぶ時もありましたが、全国からの
お越しいただく皆様のために力を合わせて無事終えること
ができました。事務局として皆様にご尽力をいただきました
こと、改めて御礼申し上げます。私にとっても青年会の皆様
とおもてなしできましたことは、一生残る思い出にもなりまし
た。
　秋には京都府氏子青年連合会メンバーとして収穫祭・
新嘗祭に参加し、作り育て感謝する貴重な体験もできまし
た。青年部メンバーがみんな仲良く、明るく心豊かな生活の
中で活動できることに感謝を忘れないようにいたします。
　震災後、日本人の秩序とマナーが高く評価されています
が、やはり氏神様を崇め奉仕の心を持つ日本人だからこそ
ではないでしょうか。これからも、微力ではございますが各単
位会の諸先輩方からご指導賜り、少しでもお役に立てます
よう取り組んでまいります。
　最後になりますが、小栗栖宮司様はじめ皆様に厚く御礼
申しあげるとともに、今後尚一層のご協力を賜りますよう、よ
ろしくお願いいたします。

片 岡 潤 哉

御霊神社氏子青年会
会　長

会長就任にあたり

新年を迎えて
　御靈神社宮司　小栗栖　元徳
　新しい年を迎え、国の平安と御皇室の御
安寧と更に東北大震災をはじめとする災害
に被災された方々のお気持ちの些かなりとも
和らぎ、速やかなる復興が叶いますこと、あわ
せて貴会の益々のご発展を祈念致します。
　貴会には昨年は氏青協京都大会開催を

担当され、震災のショックもさめやらぬうち、東北からの会員も迎えら
れ、国立京都国際会館にて盛大に開催され、若 し々い活力を示さ
れましたことは、まことに頼もしく喜ばしく存じました。
　さて大震災、大水害と未曽有の災害の続いた昨年は、わが国に
とり時代の移り変わりを極めて明瞭に示した稀な年であったと思い
ます。我々はついこの間まで「地球にやさしく」などと言っていました
が、どうやらそんな言葉も影を潜めてしまったようです。大震災を天
罰といって物議をかもした方もありましたが、確かに我々は少し自然
をあなどっていたのかも知れません。今年も昨年に引き続き節電など
の措置を強いられると思われますが、その場しのぎの対応では現代
生活はいずれ破綻をきたすのではないでしょうか。節電もさることな
がら、我々の日常生活にはいづれ水資源が益々貴重なものになっ
てくるように思われます。神道では大祓詞などにも窺えるように森羅
万象はすべて神のはたらきによるものと考え、水も水波能売神の恵
みと考えます。しかしながら科学的と言えないこのような考えは現代
人には通用しないでしょう。現代人にとって水はあくまで自然の物理
的な現象がもたらすもので、極端にいえば水素と酸素が化学反応
して生じたものであるという認識が根本にある。それは物理的には
確かに真実であるが、このような考えが結果的に人間から謙虚な

心を失わせ、引いてはいろいろな不幸の元凶ともなっているのでは
ないでしょうか。自然のもたらす恩恵を素直に有難いと感じ、その恵
みを粗末にすることを勿体ないと思う人間らしい感情をいかにして
取り戻すか。それが現代の宗教、特に神道に課せられた使命では
ないかと思います。
　ここで手元にある文芸春秋に目をやると偶々NHKの元アナウン
サーの山川静夫氏が次のように述べている。『夢はあります。何冊
か書きたい本があるんです。一つは神主だった父の教えを元に、
「神道」から見た大自然の驚異などを文章で綴ってみたいんです。
科学が劇的に進歩する中で、現代人の自然に対する畏敬の念が
失われつつあることに、密かに危機感を持っています。自然はどうし
てこんなに大きくて強いのか、森羅万象すべてに神が宿るとする神
道の眼を通して現代を書いてみたい。書いてみたいけれど、どう構
成すれば今の人たちにも読んでもらえるかを考えなければならない。
とても難しい作業ですが、私の人生の集大成としてまとめていきた
いと思っています。』まことに同感である。

（１０）
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