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京都府氏子青年連合会発行
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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　小松　隆志

＜ 退 任 の ご 挨 拶 ＞

◇会長就任のご挨拶
　このたび、京都府氏子青年連合会の前会長丸岡弥弘氏
の後任として、その職を引き継がせていただくこととなりま
した。どうぞよろしくお願いいたします。
　会長という身に余る大役のため、暗中模索の状態では
ありますが、実際の府連活動では、幸い全国氏青には
鷹野会長、大垣理事がおられ、大所高所よりのご指導を
いただけると存じますし、当会の丸岡前会長には、これよ
り後も会運営について一からご教示いただけると、力強
いお言葉をいただいております。また、府連のお仲間には
経験豊富な先輩方が大勢おられます。皆々様のお力を
お借りして、私自身はまことに微力ではありますが、なんと
か務めさせていただく所存です。
　さて、今当会では、大成功裏に幕を閉じた昨年の京都
大会を機に、より一層強まった単位会と単位会、人と人の
繋がりが、互いの行事への参加となってさらに深まってき
つつあるようです。できれば、この動きをさらに広げていき、
日々 の単位会活動の中で、知恵や人やノウハウが足らな
い時は、速やかに補い合える会としての府連になれれ
ば、と思っています。とりわけ人の面では、青年会員として
の助勢なら府連の仲間として、させていただけることも

多々あろうかと思います。
　さらに申せば、何年先になるかは
分かりませんが、次に京都で開催さ
れる全国大会でも昨年と同様、今
の７単位会がその中心メンバーとし
て活動していて欲しい、という思い
が強くあります。そのためにも、それ
ぞれの単位会活動をさらに活発に
できるよう、お互いに協力しあうこと
が重要です。もちろん、さらに多くの
新しい単位会に参加していただけるよう努めることも、府
連の礎を確かなものにするために大切なことは申すまでも
ありません。
　私たち氏子青年は、それぞれの氏神様や崇敬神社様
へのご奉仕をさらに盛んにすることで、その発展に寄与
することが本分です。その基本を大切にし、しかも互いに
援護しあえる仲間として、ともに学び、時には助け合いな
がら、これから皆様とともに府連活動を楽しんでまいりた
いと思っております。
　なにとぞご協力いただきますようお願いいたします。

　平成２２年７月１日より京都府氏子青年連合会の会長として、２年間の任期を務めさせていただき、このたび、
平成２４年６月３０日を以て会長職を無事終えることができました。
　当連合会は、京都府内の７つの氏子青年会の集まりであり、１年目は、「氏青の輪を広げよう」のテーマのもと活
動し、２年目は、「氏青の絆を深めよう」のもと活動させていただきました。素晴らしい仲間たちに囲まれて会長職を務
めさせていただいたことをこの場をお借りして感謝を申し上げます。
会長職を務められましたのは、周りのすべての方のご協力の賜物と思っております。
ここで、２年間の活動のすべてを紹介することはできませんが、少し紹介させていただきます。
　平成２３年７月１６･１７日に「全国氏子青年協議会第４９回定期大会　京都大会」「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。
　平成２３年３月１１日に東日本大震災が発生し、この状況下での京都大会につきましては、自粛と考えましたが、被災していない我々が、東
日本大震災復興支援大会として開催することで、さらに氏青の絆を深め復興支援を行う場になればと考えて開催させていただきました。　
京都府氏子青年連合会の会員が一致団結して取り組んでいただいたことで、１０００名という参加のもと盛大に開催することができました。
全国から来ていただいた多くの方々の心にのこる大会であったかと思います。
　ほかにも、「代議員会」「新年会」「氏子青年の集い」「定期大会」「ヤチマタキャンペーン」などの活動を活発に展開し、充実した２年間
を会長として務めさせていただきました。今後も、直前会長として経験を活かし、京都府氏子青年連合会の活動を最大限の協力をさせて
いただきたく思います。
　後任には、下鴨神社青年会の小松隆志様に新会長として務めていただきます。
小松隆志様は、経験豊富であり、これからの京都府氏子青年連合会の舵取り役としてがんばっていただきたく思います。
　むすびにあたり、京都府神社庁庁長田中恆清様をはじめ京都府内神社関係者の皆様のご指導ご鞭撻のお陰を持ちまして、会長職を
無事終えることができましたこと厚く御礼申し上げます。すべての方に感謝を申し上げ、退任の御礼のご挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　　　　京都府氏子青年連合会　直前会長　丸岡　弥弘　
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◆岩屋神社春祭
　４月２９日の昭和の日、初夏を思わせる青空の下、当社の春祭が行われました。観光客が訪れる程の華 し々さはありま
せんが、総代会・青年会を始め、献茶献花・太鼓の会・音頭奉納等、多くの地元の皆様のご奉仕によって成り立つ、素朴
で温かみのあるお祭りです。
　例年青年会の皆様には、火焚神事に使用する檜葉の調達・会場のテント設営・露店奉仕・福引き抽選会と多岐に
亘って重要な役割を担当して頂いております。中でも露店は、焼鳥・みたらし団子・唐揚げ等の食べ物から、子供さんに
大人気の金魚すくい・わなげ・くじゲーム等々盛りだくさんの内容です。従って当青年会の年間行事の中でも最も人手が
必要となり、近年は会員に加えて会員のご家族ご友人、青年会ОＢ様や太鼓の会の皆様にもご助力を頂き、お祭りを盛
り上げて下さっております。
　おかげ様で今年も多くの参拝客で賑わい、また連休ということもあって家族ぐるみで行事を楽しむ姿が多く見受けられ
ました。参拝客や奉仕者が心を一つにして作りだす“お祭り”の賑 し々さや厳粛な雰囲気は、氏神様を中心とした地域の
連帯感を再確認できる貴重な場として見直されてきている様にも感じられます。
　人間関係が希薄になっている昨今ですが、“お祭り”を通して氏神様と氏子地域との絆がより一層深まる様な祭典を、
これより後も皆様と共に行ってまいりたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　岩屋神社氏子青年会事務局
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　本年4月より第4代目下鴨神社青年会会長に就任しま
した西村と申します。何卒よろしくお願いします。
　永年副会長でおりましたが、会長の大変さは全く気付
かず、今になって本当に申し訳なく思っております。小松
前会長には及びませんが、心強いスッタフがバックアップ
して下さり、それなりのスタートを切りました。
　これから祭事のオンパレードで、青年会一丸となって
祭のサポート並びに行粧参加と1年で一番忙しい時期
を迎えます。
　当青年会は終生現役で、年輩はそれなりに祭にはお
役に立てて結構重宝がられているものと確信しておりま
すが、若返りを念頭に会員をこの先強力に募っていく予
定です。やはり青年会という名にふさわしい若人の台頭
をきたいしつつ・・・・・・・。

　話は変わりますが、当下鴨地区はなぜかしら祭に対
する熱が薄いというか、醒めているというか、もう一つ盛り
上がりにかけており、このたび御蔭祭が前年度よりスケ
ールアップする事で、当青年会もどのように関わり合って
いくか期待と不安が交錯しております。地元の祭に地元
民が興味を持ち関わり合う事の急先鋒が、青年会の役
割りと考えております。
　昔は良かったというより、良いものは継承継続。
　我々青年会活動が地元と密着し行動する事で、若い
人達から何か魅力を
感じていただければ
幸甚です。
　緑濃い糺の森に、
下鴨神社に、半被を
着て佇む時、この地
に何が出来るか、何
が残せるか、私は皆
様それぞれが考えて
いて下さると信じてお
ります。
　さあ、今日も又神社
と共に・・・・・。

下鴨神社青年会
会　長

西 村 長次郎

会長就任にあたり

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

私の憩い　下鴨神社と刀禰について
　皆さん、こんにちは。私は、下鴨神社
青年会の西野了（さとる）と申します。
下鴨神社の思い出など、少し書かせ
て頂きます。
　約４５年位前の小学校の頃になり
ますが、冬と云えば糺の森で雪合戦、

春は野球やかくれんぼ、秋は銀杏や椎のみ拾いを、
神職の方に怒られながらよく遊ばせて頂きました。行事
の楽しみは、５月１５日の賀茂祭。その日は小学校が午
前中で終わり行列を見る事と、糺の森に出る露店商に
行く事。又土用の丑のみたらし祭りに行き、みたらしだん
ごを買って貰うのが楽しみでした。中学に進学し賀茂祭
の行列が見られなくなったのが、その当時非常に残念だ
った事を今でも覚えています。
　その後４０代前半より、父親と一緒に御蔭祭り、
賀茂祭（葵祭）、夏越しの神事等、下鴨神社の祭事に
参加させて頂いております。役柄は、刀禰（とね）役で
す。

 刀禰とは、門番として本殿の両脇に控えるお役です。
下鴨には、西野と云う名字の家が沢山ありますが、ケントク
と云う屋号を持つ西野が昔から担当しております。刀禰
は世襲制で、カモ一族との関わりの深い人々によって継
承されて来ました。刀禰は賀茂神社に置かれた神官で
はないか、昔、村長とか里長のような役職で、神職と云う
ような意味があり、村においても祭などを統括し、その進
行を担当した役職ではないかとも言われています。又、
刀禰には火を守ると云うような役割があったようです。火
は日常生活の基本であり、また祭儀も火を中心としたもの
があり、このような祭儀は、刀禰などが司祭したのではな
いかと思われます。
　最後になりますが、下鴨神社青年会に所属させて頂
き、昨年の賀茂祭では山城使の雑色、本年は内蔵使の
随身で参加させて頂きました。行列に参加する事は、大
変しんどいですが、刀禰とはまた別の賀茂祭を知ること
ができ、人生の良い思い出の１ページになります。
参加させて頂ける事を大変感謝しております。

下鴨神社青年会　西野　了

（３）

株式会社 宝泉堂
〒６０６－０８１５　　　　　　　　
京都市左京区下鴨膳部町２１番地
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御田植祭にて
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上賀茂神社青年会活動報告
　今年で設立３年目の上賀茂神社青年会では、去る１月２
８日（土）～２９日（日）に会員同士の親睦を深めることを目的
とした「厳冬の越中・加賀２日間、御鎮座弐千年『越中一之
宮髙瀨神社』正式参拝と冬の日本海の味覚を食す旅」と題
する研修旅行を企画し、会員21名のもと実施された。
　当日は京都市内も大雪となる悪天候であり、高速道路の
徐行運転等行程の遅れが危ぶまれたが、大己貴命に導き
により予定通り髙瀨神社を正式参拝し、藤井秀弘宮司様よ
り参集殿にてご挨拶を頂戴し由緒等を伺った。
　引続き、南部白雲木工房に赴き、三代目南部白雲氏の説
明を受けながらの案内に会員一同匠の技に感銘した。夜の
懇親会では金沢の地にも拘わらず、髙瀨神社藤井宮司様
と長谷川権禰宜様にもご参加頂き、参加者一同金沢の夜
を満喫した。翌日は冬の兼六園を散策し、近江町市場等で
買い物をして全員無事に帰路に着いた。
　２月３日（金）節分祭では上賀茂神社で初となる厄除けの
「豆撒き」と、小枡入り福豆をお受け頂いた方にはデジタルカ
メラ等１３０点の景品が当たる福引きが行われた際に、会員
の城井珠実さんが｢豆撒き｣の司会を担当し、そして川上会
長以下１０名の会員が景品の引き換え等の役割果たした。
　３月２５日（日）は今年で６回目を数える葵使出発式が斎行
され、当会も今年は警備の他に行列にも参加することになっ
たが、生憎の天気となり当初予定されていた植物園北門・
末社半木神社への行進は中断となった。社頭では販売事
業を行い春の参拝者をもてなした。
　昨年に行った継続事業として、４月１日（日）に青年会会員
７名によりナラ枯れ防止のためナラ科の樹木にシートを巻く
作業を助勢し、未だ巻かれていない木や一部シートがめくれ
ている箇所の補修等を行った。
　４月８日（日）賀茂曲水宴が上賀茂神社境内・涉渓園にて

斎行され、当会の子弟子息が童女・童子として参加した。そ
の他にも会員による入場者受付や、社頭で物品等販売を行
った。
　５月５日（土）に斎行された賀茂競馬では、社頭で販売事
業を行う一方、参拝者に怪我がないように、また行事のスム
ースな進行のため参道警備を行った。
　５月１６日（水）雨天順延による賀茂祭路頭の儀斎行のた
め、社頭にて販売事業と参道警備の奉仕を行った。また今
年も会員４名が葵祭路頭の儀の火長役で奉仕をした。
　このように年々神社の行事に、青年会とともに関わりが持
てていくことは大変有難いことである。

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
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長岡天満宮の祭り
　「まつり」は「祀る」の名詞形で、本来は神を祀ること、その
儀式を差しますが、近年社会情勢の変化に伴い祭祀に伴う
賑やかな行事の方のみについて「祭」と認識される場合もあ
り、元から祭祀と関係なく行われる賑やかな催事、イベントに
ついて「祭」と称されることもあります。
　このような中で長岡天満宮でも年間を通して多くの祭りが
行われています。
　１月　元旦　歳旦祭
　　　　中旬　書道上達祈願祭
　２月　３日　節分祭
　　　１１日　初午祭
　３月　中旬　梅花祭
　　　２５日　祈年祭
　４月１３日　十三まいり
　　　　下旬　春の観光まつり　　　 　   
　５月　５日　筆塚祭
　６月３０日　大祓 
　８月２５日　夏まつり
　９月　中旬　敬老祭
１０月　９日　例祭
　　　　中旬　氏子まつり （子ども御輿）  
１１月１５日　七五三参り
　　　２５日　新嘗祭 
１１月２８日　火焚祭
１２月３１日　大祓

この中でも4月の春の観光まつりと8月の夏まつりは青年会が
中心になっておこなう行事で4月はキリシマツツジの苗木販
売、8月は盆踊り大会をおこない、多くの方に参加頂き大いに
盛り上がっております。又この活動で得た収益は青年会の
重要な活動資金になっております。

長岡天満宮宮司　中小路宗俊

　梅雨明けが待たれるこの頃ですが皆様いかがおすごし
でしょうか。　　
　長岡天満宮青年会　会長を拝任させていただいており
ます三宅芳朗です。　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、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。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。敬具

会長挨拶

長岡天満宮青年会
会　長

三宅　芳朗

（５）



高良神社　太鼓まつり　提灯献灯事業について
　「徒然草」第５２段にも登場する高良神社は、
石清水八幡宮の摂社であり、八幡の氏神様であります。
毎年７月１７日（宵宮）・１８日（本宮）に行われる高良社祭
は、八幡に夏を告げる夏祭りとして、「太鼓まつり」の名で
知られています。
　約２００年前、境内各所に提灯を奉納したことが
高良社祭の始まりと言われており、江戸時代末期には太
鼓を乗せた「屋形神輿」が町内ごとに作られ、「ヨッサ
ー、ヨッサー」の掛け声と共に、町内へと繰り出す豪壮な
「太鼓まつり」へと発展していきました。
　その後、提灯の献灯は一時途絶えますが、私たちの
青年会の先輩方が、往時の高良社祭の熱意を後世へ
と伝えるべく、八幡市内また崇敬者の皆様に提灯の献
灯をお願いし、昭和６２年、更なる熱意の中盛大な復興
を果たしました。
　以来２０有余年、神社と地域社会を結ぶ橋渡しのお
役が務まればと、地域に根差した伝統文化の継承を活
動目標のひとつに掲げ、祭典当日までの期間一週間ほ
ど、ご奉納頂いた数多くの提灯を、社殿や参道などの境

内に掲げております。
　本年は２６回目を迎え、青年会会員また多くの崇敬者
の方のご協力のもと、献灯事業を盛大に成功させたいと
思っております。

高良社祭献灯実行委員長　森田広大

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
☆芳名板　奉納　寄付者名ハメ込み板式　アルミ製枠　屋外設置
☆鳥居　メッキ鋼製　ご用命は、当社へご連絡ください。（見積無料）

設置先様／石清水八幡宮・上賀茂神社・城山八幡宮・神應寺

森田建築鉄工代表者 森 田 義 博

〒614-8038  京都府八幡市八幡園内31-4
TEL 075-983-3057 FAX 075-981-0570

勅祭　　石清水祭について
　石清水八幡宮は御鎮座以来、国家鎮護の社として
朝廷の御崇敬は益々篤いものとなり、天皇・上皇の行幸
や御幸は、円融天皇（第６４代）の御参拝以来、実に２４０
度にも及び、伊勢の神宮に次ぐ国家第二の宗廟とも称さ
れました。
　清和天皇の嫡流である源氏一門は八幡大神を氏神
とし、その信奉の念は格別で、全国各地に八幡大神を勧
請しました。源義家は、自らを「八幡太郎義家」と名乗り、
以来源氏を始めとする武家に、勝運の神・厄除開運の神
として篤く崇敬され、全国屈指の厄除開運の神社として、
現在も年間を通して多くの方々が参拝に訪れています。
　石清水八幡宮において毎年９月１５日に斎行される
勅祭石清水祭は三大勅祭（賀茂祭、春日祭と共に）の
一つに数えられています。１５日未明、御神霊は本殿より
三基の御鳳輦にて男山山麓の頓宮に渡御され、頓宮に
て特殊神饌を含む様々な神饌や供花神饌の献饌があ
り、勅使御参向の上、国家安泰を祈念する奉幣の儀が
行われ、続いて「生きとし生けるもの」の霊を慰める放生
会が放生川にて取り行われます。
　その起源は清和天皇の御代にまで遡り、貞観５年（８６
４）８月１５日（旧暦）より始められたと伝えられます。朝廷よ

り上卿（三位以上）以下諸官人が行幸に準じて御参向
の上、国家安泰を祈願する御祭文が奏上され、厳粛な
祭儀が古来連綿と斎行されてきました。
　現在でも、旧儀に則った祭典が厳修されている
勅祭石清水祭は、神道や神社、日本の祭礼を語る上でも
重要な祭典に位置付けられ、氏子青年会や崇敬者の皆
様方にもぜひご参列頂きたい祭典であります。

石清水八幡宮青年会事務局　田中博志
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　去る５月１８日、今年も御靈祭が盛大にとり行われました。
私たち青年会にとっても最も大きな御奉仕の時でもあります。
　このお祭りは９世紀に悪霊退散のために始まった御靈会
を起源とし、今年は、御靈祭渡御之儀で約400年前に天皇
から寄進された牛車が、約140年ぶりに３基の神輿を先導し
て京都御所内も巡幸しました。
　地元の子どもが務める御車童子が綱を引く牛車を先頭に
神輿が着くと、北門にあたる朔平門の前で、力強い掛け声と
ともに高 と々神輿を担ぎ上げる『神輿振り』に集まった方から
大きな拍手が起こり、私までも、とても誇らしい気持ちになりま
した。また、１１日の子ども神輿には、近隣の子どもたちが１６０
名も集まってくれて、氏子であるご家庭の御信心に育まれ伝
統行事に参加する意義を何かしら感じてくれていることが大

変頼もしく思われました。
　私たち青年会は５月１日の社頭之儀参列・参拝からお手
伝いも始まり、１１日夜はかがり火コンサート、１７日は宵宮など
にも奉仕させていただきました。祭りを見るだけ、お参りするだ
けでは経験できない御縁を沢山いただくことができ、貴重な
時間を過ごさせていただけます。
　また、今年も多くの諸先輩からご指導を頂き、新入会員の
皆さんも積極的に参加してくれて本当に助かりました。みんな
で和気あいあいと青年会として御奉仕でき胸をなでおろして
います。非力ではありますが、宮司様ご指導のもと、皆様のご
協力をいただき任期満了まで努力してまいります。引き続きど
うぞ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

平成24年御靈祭

御霊神社氏子青年会　垣 貫 奈々絵
　この度、御霊神社氏子青年会に入会致し
ました垣貫です。
　伊勢神宮正式参拝のお話を片岡会長より
お聞きし大変興味深く感じました。しかし神社
について何も知らない私が本当に入会してい

いのかと思っていたのですが、御霊祭など他の行事のお話や
神社について色々学べることを聞き、入会したい気持ちが強く
なり、この度入会させていただきました。
　今年に入り、念願の正式参拝へ行かせていただきました。参
拝後、心が本当に清められたように感
じました。
　その後、歴史ある御霊祭やこども
神輿の行事に参加させていただき、
子供の頃無邪気にお祭りを楽しめた
のは、それを支えてくださった方々が
大勢いらっしゃったからだと分かりまし
た。これから、私がその方達のように
お祭りを支えていく側になり、責任の
中にも一つの行事を皆で作り上げて
いく楽しみも沸いてきております。
　少しでも会のお役に立てるよう、何
事にも積極的に頑張っていきますの
で、どうぞよろしくお願い致します。

御霊神社氏子青年会　仁井名　修
　この度、片岡会長、北村副会長にお誘いい
ただき、御霊神社氏子青年会に入会させて
いただきました仁井名修と申します。すでにい
くつかの行事に参加させていただいており、
皆様にいろいろと教えていただきながら楽しく

過ごさせていただいております。本当にありがとうございます。
　先日の御霊祭にも獅子舞役として参加させていただきまし
た。元気な子どもたちのエネルギーに完全に圧倒され、神社に
帰ってくるころには足が棒になるほどの体たらくでした。しかし、

多くの方々がお祭りを待ち望んでくれ
ているのがひしひしと伝わってきて、
その末端に身を置かせていただいて
いるという事実に身が引き締まりま
す。フットワークよくお手伝いして、うま
く行事が回るようにできればと思って
おりますのでよろしくご指導ください。
最後になりましたが、慣れないことば
かりでご迷惑をおかけすることも多く
あると思いますが、どうぞよろしくお願
い申し上げます。

代表取締役

京都市上京区室町通上立売下ル裏築地町84
TEL:075-451-1010

片岡　潤哉
http://otsum10.com/

効果あるDM!

ご存知
ですか？
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　本年度より西田会長の後を受け継ぎ、松尾大社氏子青年会
会長を務めさせて頂きます中島大輔と申します。どうぞ、宜しくお
願い致します。
　私は氏子青年会に入会してより早１０数年となりますが、入会
前の松尾大社の印象は、氏子地域に住んでいながら何かぼん
やりした、遠い存在でしかなかったことを思い出します。
入会のきっかけは、当時同じ会社で働いていた前会長の西田勉
さんに誘って頂いたからです。私は元来内気な性格であまり積極
的に人と話をするタイプではありませんし、氏子青年会のことも知
らず少々不安に思っておりました。
　初めて参加した活動は正月の社頭奉仕。毎年初詣には行って
おりましたので大体の雰囲気は分かっているつもりでしたが、奉仕
者として迎えるとその参拝者数に驚かされ、ましてや氏子青年会
の方々が一生懸命に神社のお手伝いをされている姿に感銘を受
けました。

　会員の方も初対面の私に気軽に話しかけて頂きましたし、当時
の事務局の方から説明や神社についてのお話を聞き、面白くなり
各活動に参加することとなったのです。
年間の活動を進めて行く中で、今では松尾大社の存在が本当に
近く大きな存在になりましたし、これは全て氏子青年会のおかげと
思っております。
　ところで松尾大社氏子青年会の活動は、春の神幸・還幸両
祭の奉仕から始まり、９月の八朔祭夜店・子供絵ちょうちん・子
供神輿、１１月の七五三奉仕、毎月のフリーマーケット「亀の市」
開催など、大変多く行っております。
　ただ、ここ数年来の課題となっていることが、会員が少なく、
様々な活動を展開することは会員だけでは難しいことです。賛助
会員の方々にお手伝い頂いているのが現状で、時には経験から
くる助言や一緒に準備などを行って頂かなければなりません。
会長の役職は私にとって大変な大役で、その重責が重くのしか
かっていますが、会員や賛助会員の皆さんと共に活動することに
よって、当氏子青年会に連帯感が生まれ、よりよい活動ができる
ものと考えております。
　今後ともこの関係を大切にして、私が入会して感じた喜びや神
社の良さを多くの方に伝えていければ、会員は自然に増えると思
い、氏子青年会を拡大していくことができるように努力してまいりま
す。
　また、今までは府連の活動にはあまり参加できませんでしたが、
今後は積極的に参加させて頂きたいと思っておりますので、不慣
れではございますがご指導の程、宜しくお願い致します。

松尾祭（まつのおまつり）について～唐橋地区の様子～
　神幸祭のハイライトである「舟渡御（ふなとぎょ）」は其々の神輿を
順次神舟にのせ桂川を渡御する神事です。昭和３８年に中止をさ
れましたが昭和５８年に復活をされ、本年で復活３０年を迎えました。
 舟渡御された大宮社神輿が桂川左岸の「河原斎場」にお着きに
なると、古例による西京極地区の団子神饌を献じる祭典が催行さ
れ、松尾七社は概ね午後３時ごろ順次「河原斎場」を後に各御旅
所に向われるまでの間、要所要所にて神輿を担がれる。西二社の
三之宮社神輿は川勝寺三之宮神社に午後４時３０分ごろ、衣手
社神輿は郡衣手神社に午後六時ごろ、各御旅所に到着せられる
と着御祭をお受けになられる。
　月読社の唐櫃および東四社（大宮社、櫟谷社、宗像社、四之社）
の各神輿は午後５時より順次、西七條御旅所に到着せられ、大宮
社の御霊が御本殿にお遷りになられると、
着御祭をお受けになられる。大宮社神輿
は「河原斎場」を出発してから西七條御
旅所までの神輿道の沿道では各社の神
輿をお迎えされると同時に随所で「大宮さ
ん来やはったわ。今年も一年、無事過ごせ
ますように・・・」と手を合わされ傾頭される
方、川勝寺三之宮社の参道前では、三之
宮社の担ぎ手による「ホイット、ホイット・・・」と
手拍子、扇子を振って迎えていただく中を
神輿は進みます。
　大宮社神輿は七條佐井付近で「西ノ
庄地区」の方々へのお披露目に神輿を担

ぎ、差し上げを行います。七条御前より西七條御旅所に神輿が渡
御され、大宮社の松尾二柱の御霊が御本殿にお遷りになられるの
を見送ると、大宮社の神事部は神輿より「眞紅（しんく）２本」「戸帳
（とちょう）１枚」「鳴鐶（なりかん）１丁」を外し、唐橋の「赤飯座（あか
いざ）」の当家さん宅に一晩お預けに向かう。
　頃を同じくして、鳴鐶を１丁外し、「西ノ庄」の担ぎ手に対して「イッ
サン」をうって見送ります。古老の方によれば、「唐橋」と「西ノ庄」の
高張り提灯を先頭に御前通りを鳴鐶を鳴らしながら、御前八条のあ
たりで「イッサン」をうち西ノ庄の担ぎ手を見送り、唐橋道祖神社の
前にて「イッサン」をうち、お家でのお祭りを楽しんだものだと・・・
＊ 「イッサンをうつ」とは・・・大宮社のみに伝わる伝統的な鳴鐶を鳴ら
し始めるための合図です。　　

松尾大社氏子青年会　林　篤司

私にとっての
　　　　氏子青年会

松尾大社氏子青年会
会　長

中 島 大 輔

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
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