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京都府氏子青年連合会

会長　小松　隆志

◇よき年を迎えて
　新年、あけましておめでとうございます。
　京都府氏子青年連合会にご所属の、七つの単位会さまと、
その会員の皆さまに於かれましては、すばらしき新たな年を迎
えられたことと、衷心よりお慶び申しあげます。
　この新しき年、平成２５年はまた、伊勢神宮第６２回式年遷
宮のクライマックスである遷御が行われる年でもあります。２０
年に一度というこのときに、おなじ府連のお仲間として、共に氏
青活動に取り組ませていただけるというのも、皆さまとの強いご
縁を感じざるを得ません。
　さて、昨年６月に会長職を拝命して以来、はや半年が過ぎま
した。その間、様々な氏青活動におきまして、いつも多くの会員
さまにご参加いただき、無事に執り行うことができましたこと、感
謝に堪えません。まことにありがとうございました。
　ここでその昨年後半の当会諸行事を、少し振り返ってみた
いと思います。
　まず、６月には第４４回総会を、下鴨神社直会殿において５０
名ものご参加を得て開催させていただき、新体制を発足させ
ていただくことができました。
　７月の全国氏子青年協議会第５０回大会宮城大会におき
ましては、昨年の京都大会のお礼と、かの地の復興をご祈念
する全会員の気持ちとともに、４０名が参加させていただきま
した。
　宮城大会の会場は松島で、その一帯は名勝松島に守られ
て被害が少なかったと伝え聞いておりましたが、古刹瑞巌寺に
もくっきりと津波の跡が残っておりましたし、表通りを一歩裏へま
われば、壁や側溝の亀裂などまだまだ当時の傷があちこちに
見受けられました。
　時と共に、ともすれば喉元を過ぎた熱さになりがちですが、と
りわけ私ども府連としましては、昨年の京都大会で標榜した復
興支援への思いを決して忘れてはならないと、宮城へ参った
皆さまとともに、気持ちを新たにいたしました。
　なお、式典におきまして、昨年の京都大会の開催の労をねぎ
らっていただき、鷹野全国会長より感謝状を頂戴いたしました。
復興へのご祈念とともに、その誉れもしっかりと記憶に留めて
おきたいと思います。
　秋には例年、府下のいずれかの神社さまへ伺って、清掃奉

仕をさせていただいております。ところ
が昨年は、８月の豪雨のため、石清水
八幡宮さまで土砂崩れ災害があり、役
員会でも府連として清掃奉仕の代わり
に、その復旧のお手助けができないか
と石清水氏青さまよりご提案があり、執
行部の総意でそのように変更させてい
ただきました。
　ただ、実際には、重篤な被害につい
ては、既に復旧されていたことや、残る
被害箇所については立ち入り自体が
危険だということで、結局、表参道の清
掃という、本来の形に近いご奉仕となりましたが、それでも、勅
祭前に参道の砂を掃き清めるお手伝いをさせていただけたこ
とは、少しはお祭りにもお役にたてたのではと、ありがたく思って
おります。
　また１１月には、第９回氏子青年の集いを御霊氏青のみなさ
まのご尽力で、大変盛大に行っていただきました。お陰様で、
御霊神社さまの御火焚祭や、新島旧邸の見学など、貴重な体
験をさせていただくことができました。
　そのほかにも、ヤチマタ広報キャラバン隊、第４１回交通慰
霊祭、皇室関連施設清掃奉仕、秋の稔り収穫祭、神宮新穀
献米奉納参拝、など、いずれも滞りなくご奉仕させていただくこ
とができました。それも府連執行部の皆さまはじめ各単位会の
皆さまのご協力の賜物と厚く感謝しております。
　昨年の総会においてご承認いただきました本年度のスロー
ガンであります「京都大会の和を次代に」は、まだその途に就
いたばかりとはいえ、積極的に互いの単位会行事に参加する
ことや、協力しあうことなどは、まだまだ十分とは思えませんし、
新しいお仲間の単位会も見つけることができていません。
　皆様におかれましては、本年も、各単位会さまでの諸行事に
励まれることはもとより、府連での定例の活動にはこれまで同
様ご協力いただきたいと存じますが、さらに、この次代に向けて
の新たな取り組みにも、ぜひお知恵をお貸しください。
　ともあれ、またこの一年、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。



　新年明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６月から会長に就任して約半年となりますが、まだま
だ不慣れで会員や賛助会員のご指導・ご助言を聞きながら
氏青活動を過ごしております。
　さて今回は、昨年7月に行われた活動について紹介させ
て頂きます。
　数年前からの行事となりますが、日頃お世話になっている
松尾大社の清掃奉仕を行いました。内容は松尾山にある
磐座(いわくら)まで登拝、参道の清掃作業となります。 
　当日は10時に集合。日差しのきつい大変暑い日でありまし
たが１０名の奉仕で磐座を目指し松尾山へ登りました。入山
前には御祓所で各自安全のお祓いを済ませ、入山。途中、

傾斜がきつい所があって、休憩を挟みながら登りました。
　みなさん疲れをみせる所もありましたが、無事目的地の磐
座に到着することができました。
　磐座は何回見ましてもその大きさ、神秘的な雰囲気は言
葉で表すことが難しいですが、静まりかえった山にそびえる
岩の群衆に神様を感じることができる場所だと思います。
　そして、磐座をお参りした後に掃除をしながらの下山とな
り、山道の落ち葉や小石などをはき降ろしました。清掃活動
を通じて神社に奉仕をさせてもらえる喜びをかみしめたとこ
ろです。
　それからその日の夕方、私が企画したことですが神社の
職員さんと青年会の交流をはかるため、若手神職さんと巫
女さんを招待してバーベキュー大会を開催しました。
　賛助会員さんの倉庫をお借りし多くの方に参加を頂き、み
なさん和気あいあいと夜遅くまで盛りあがっていました。神社
の方とは普段あまりお話しする機会もありませんでしたが、こ
れがきっかけとなり以前より話がしやすくなったと感じ、また機
会があれば開催できたらいいと思っております。 
　このような活動ができるのも氏子青年会ならではと思いま
すし、少しでも多くの人が氏子青年会の存在を認識して頂
き、神社の存在を意識して頂けるよう今年一年間を過ごして
行きたいと思います。これからも会員・賛助会員のお力添え
をお願い申し上げます。

「京炎そでふれ！」
　平成２４年５月５日、雲ひとつ無い澄み渡る五月晴れの日に松尾
大社境内にてフリーマーケット「亀の市」の出店者や来場者、初宮
詣等の参拝者が行き交う参道脇から「丸竹夷二押御池～」と楽し
い音楽と共に京都学生祭典「京炎そでふれ！」のパフォーマンスが
行われました。
　昔はどうも「神社は敷居が高い、何だか近づきがたい」というイメ
ージが氏子の中ではあるようでしたが、最近は「霊亀の滝」が「パ
ワースポット」と紹介され多くの参拝者が訪れているようです。
　そういえば、子供の頃は夏になると自宅から離れた神社の境内
でカブトムシが寄ってきそうな木の幹に蜜を塗っておいて夜中につ
かまえに行ったりもしました。当時、「木を足蹴にするとは・・・」と少々
一喝されたのを思い出します。広い神社の境内が遊び場だった時
代はもう過去の事なのかも知れません。
　今回のこの企画は「～神社に来られる全ての人にとって、神社
がもっと身近なものになったらいいなぁ～」をテーマに試みました。
　やはり何でもそうなのですが、初めて行うにはそれなりの覚悟が
必要でした。「何処で？どういうタイミングで？どれぐらいの規模？」な
ど、何度も何度も学生さんを交えて話し合いを行いました。お陰様
で当日はたくさんの方に見て頂くことができ大過無く、好評のうちに
幕を閉じることができました。
　また来年もこのような「新しい試み」にチャレンジしていきたい所
存でございます。
今回の企画に協力頂きました真鍋さんより感想を頂きましたので、
紹介させて頂きます。　　　　松尾大社氏子青年会　林　篤司

　初めての地での、また由緒ある地でのおどり披露ということもあり、
少し緊張しましたがたくさんの温かい拍手と声援をいただきとても楽し
く踊らせていただきました。
　当日は晴天にも恵まれ他世代の方と、京炎 そでふれ！を通して交流
することができ、本当にありがとうございました。
　今後も、さらに踊りに磨きをかけ、たくさんの方に京炎 そでふれ！の魅
力を伝えていけたらと思います。
　おどり披露後には、松尾大社に参拝しおみくじを引いたり、「亀の
市」フリーマーケットを見て回ったりとおどり披露以外に楽しむことがで
きたと思います。機会があればぜひ踊らせていただきたいです。本当
にありがとうございました。

京都学生祭典実行委員会 おどり普及部  真鍋 幸那

新年のご挨拶

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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　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。
　会長を務めさせていただいて3期目となり、誠に心の引
きしまる思いでございます。これまで大過なくご奉仕出来
ましたことは、いつも快くご協力をしてくださる皆様のお陰
と心より感謝しております。
　当社は今年で創祀1120年を迎えます。その記念事業
として進めておりました神輿の修復が昨年の秋祭に全て
整い、３基そろっての巡幸が行われました。その壮麗な
姿を一目見ようと、氏子地域の皆様をはじめ、たくさんの
子供さん達で賑わいました。大神様も氏子さんとのふれ
あいにさぞお喜びになられたことと思います。
　さて、正月に良く耳にする「笑う門には福来たる」という
ことわざがあります。文字通り家族仲睦まじく笑みの絶え

ない家には自ずと幸運がめぐってきて病気や災いが寄り
付かないという意味ですが、これには医学的な裏付けも
あるそうで、常日頃より元気に話したり笑ったりしている人
は病気に対する「免疫力」が高いといわれております。
我々青年会一同、今年も氏神様のご加護を頂きながら、
健康で笑顔あふれる活動をしてまいりたいと思います。
　皆様の益々のご多幸を祈念いたしまして新年のご挨
拶といたします。

岩屋神社氏子青年会
会　長

山 本 真 義

新年のご挨拶

　青年会に入会して今年で3年目になり
ます。
　元々神社との関わりは、年に一度町
内の子供神輿会でお手伝いをする程度
でしたが、総代様より是非親神輿の巡幸
を手伝ってほしいとお誘いを受けたのが
きっかけで入会させていただきました。

　正直なところ、入会した当初は行事のもつ意味や大切さに
気付かぬまま参加しておりましたが、ご奉仕を重ねるたびに
伝統的なお祭りが地域の方 と々の交流や地元の活性化にも
繋がる事がわかり、青年会活動の意義を次第に実感できる
様になりました。
　昨今ご近所トラブルが多くなってきていると聞きます。昔に
比べて人が寄り集まる機会が少なくなり、お互いのコミュニケ
ーションが図りにくくなったことがその原因の一つではないで
しょうか。私は神社の行事にもっとたくさんの方々に足を運ん
でいただき、神社を氏子さん同士のふれあいの場にできたら
と思っております。
　また少子化の時代ではありますが、こんな時こそ次世代を
担う子どもたちにもどんどん行事に参加してもらい、協力する
ことの大切さなどを知ってもらう必要があると考えます。子ども

たちが私たちの奉仕する姿を見て伝統行事により理解を深
め、それが受け継がれることによって将来の岩屋神社と地元
山科が更に発展していくことを願っております。私も青年会の
一員として、微力ながら頑張らせていただきます。
　皆様、岩屋氏子青年会を今後ともなにとぞ、よろしくお願い
いたします。　　　　岩屋神社氏子青年会　高木　健人
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【修理なった３基の神輿】

【子どもたちと神輿】

〒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



【１０月２０日  抜穂祭 】

【１１月１８日  新穀奉納祭 】

新年、あけましておめでとうございます。
　昨年の後半は、当神社のイベント、特に方丈記８００
年記念行事、式典等、枚挙にいとまのないうちに新年を
迎えてしまったというのが正直なところです。
　昨年４月、新会長に就任しはや９か月、小松隆志前会
長（現府連会長）のアドバイスを頂戴しつつ、且つ素晴
らしいスタッフの後押しのもとに今日に至っております。
　当青年会の年初の活動としまして、前会長より継承し
ました葵の株分けを皮切りに、青年会の単独の行事、春
の祭事、２年後に遷座を控えて佳境に入ってまいりまし
た下鴨神社式年遷宮の諸行事など、今年も遣り甲斐の
ある一年と、心新たに取り組む所存であります。

　とりわけ本年は、当青年会が発足以来１０周年の節
目の年でもあり、会員皆さまのお知恵を拝借しつつ、総意
のもとに何か記念になる事業を企画致したく思っておりま
す。
　なにはともあれ、式年遷宮のイベント等の兼ね合いを
はかりながら、眼前の神社行事、青年会行事、イベント
等、確実にこなしながら、楽しい仲間と心強いスタッフを
背に、歩を進めてまいります。
　今年も何卒よろしくお願い申し上げます。

下鴨神社青年会
会　長

西 村 長次郎

式年遷宮と
　青年会活動のなかで

青年会活動報告
　私は、学生という身分ではあります
が、縁あって今年の春より、下鴨神社
青年会の活動に参加させていただい
ております。今回は、下鴨神社青年会
の中で最年少ということで、活動報告
をさせていただきます。

　現代を生きる若者として、神社というものは、身近にあり
ながらも、非常に遠い存在のように感じておりました。
　しかし、下鴨神社青年会の活動を通じて、実際に下鴨
神社の行事に参加して、日本の「伝統」や「文化」、そして
「歴史」について、考えさせられるような機会が増えました。
これまでは、自分自身が、日本の歴史の中で培われた伝統
文化の中で生きているということを意識したことがなかった
のですが、様々な神事やお祭りへの参加や、お米作りの
体験、講演会でのお話を伺う中で、先祖の方々や歴史に
対する、繋がりというものを感じるようになりました。
　このことは、現代を生きる若者にとって、非常に大切で、
本来学ぶべきことではないかと実感しました。

　今後も、まずは自分自身が、下鴨神社青年会を通じて、
地域の方 と々活動を共にしながら、日本の伝統文化を学
びとり、少しでも、まずは周りの若者に伝えていければと思
います。　　　　　　　下鴨神社青年会　加藤 駿吾

株式会社 宝泉堂
〒６０６－０８１５　　　　　　　　
京都市左京区下鴨膳部町２１番地
ＴＥＬ（０７５）７８１－１０５１
ＦＡＸ（０７５）７１２－０９４７
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〒606－0812　京都市左京区下鴨上川原町24
電話（075）791－4131

御料理



一般土木・重機工事一式

〒603-8021　京都市北区上賀茂西後藤町１２－９
ＴＥＬ・ＦＡＸ（０７５）７０３－３４９３

代 表　松 下 信 宣
侑　美　産　業

建築左官工事請負

〒603-8802　京都市北区西賀茂上庄田町５－３６
ＴＥＬ（０７５）４９３－８７４７
ＦＡＸ（０７５）４９３－８７４８

新 庄 左 官 店
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新年のごあいさつ

川 上 清 和

　新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくご指
導賜りますとともに関係各位のご健勝を心より祈念申し上げ
ます。
　当青年会も発会４年が過ぎまして、京都府氏子青年連合
会加盟の単位会といたしまして少しは肩の力が抜けてきたと
ころでございます。私も昨年８月総会以降２年目の会長職を
努めさせていただくこととなり、あらためて人との出会いの楽
しさやつながりの大切さ、そして何より私欲にとらわれることな
くご奉仕する心を学ばせていただきましたことを感謝いたしま
すとともに地域と崇敬神社様の更なる発展のため会員の皆
様と共にご奉仕活動に一層の努力をしてまいりたいと思いま
す。

　昨年は会員相互の親睦を図るべく、一泊研修旅行や日頃
青年会活動にご理解をいただいておりますご家族様参加の
ホタル鑑賞の夕べ、バーベキュー大会なども企画させていた
だき好評いただきましたこと感謝いたします。また、神社様の
新しいお祭りとして節分祭、水祭りでの御輿行列、地域との
葵縁日ご奉仕など、一年間を通じ少なからず我々青年会もご
奉仕活動が活発になってまいりましたことを大変喜ばしく思っ
ております。
　さて、今年はなによりも全国大会が三重県にて開催されま
す。日本全国から崇敬される伊勢神宮の遷宮にあたり、京都
府連はもとより上賀茂神社青年会といたしましても、大神様に
抱かれるべく身を引き締めてできるだけおおくの参加をさせて
いただきたく存じますし、一昨年の京都大会のように圧倒的
な全国の仲間の熱気と元気をいただいて日々 の活動のモチ
ベーションとなることを楽しみにしております。
　上賀茂神社青年会としての活動につきましては役員体制
がすばらしく毎回活発なご意見を賜り、またあらゆるご奉仕活
動において多数のご参加をいただき感謝いたしております。
　今後とも地域の皆様と宮司様をはじめ神職様のご協力を
賜りながら、上賀茂神社青年会といたしまして活動してまいり
ますのでよろしくお願い申し上げます。

◆新会員紹介
　「私にとっての青年会」　　地 上　猛
　私が青年会に入会したきっかけは特に私自身が神社等
に深く興味があったわけでなく、友人からの誘いによるもので
した。当初、神社について何も知らない私が本当に入会して
いいのかと半信半疑の気持ちでしたが、夏の台風被害によ
る石清水八幡宮における清掃奉仕活動、上賀茂神社にて
１０月に行われた笠懸神事でのご奉仕、又物品販売等徐々
に行事に参加させていただくなか、奉仕者として皆様を迎え
る喜び、感動、そして青年会諸先輩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、又宮司様や神
職の方から神社の説明やお話を聞き面白くなり始め、最近
では各行事が近づくにつれ楽しみのひとつの物となりまし
た。今後活動を通じ青年会の益々の連帯感の向上のもとに
上賀茂神社の伝統の灯を絶やすことなく地域の方 と々切磋
琢磨し成長して行けたらとおもいます。
　「青年会への思い」　　山 田　勝
　今年の夏からご縁があり青年会に入らせて頂きました山
田勝です。青年会に入って感じたことはやはり日本人といえ
ば神様だとイメージが昔からありました。京都は特に神社も
多く、中でも上賀茂神社は歴史も古く由緒ある神社だと聞い

ていましたので、青年会に入らせて頂いただけでもすごく光
栄です。また子供の頃から歴史には大変興味がありました
ので青年会に入ったのをきっかけに今年の京都検定も受検
しようと思いました。これからは、上賀茂神社や他の神社の
奉仕活動や色々な行事などに積極的に頑張って参加して
いき、それらの活動を通じて京都の歴史や神社のことなども
っと勉強していき、私たちの次の世代に私たちが学んだこと
や感じたこと、神社を保存する大切さなどを伝えていけるよう
頑張っていきたいです。

上賀茂神社青年会
会　長



◎ 新　　　　築
◎ リフォーム
◎ 耐 震 診 断
◎ 耐震補強工事
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長岡京市馬場1丁目2番13号
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http://www.miyake-koumuten.com/

株式会社　三 宅 工 務 店

長岡天満宮の祭り
　このたび、長岡天満宮青年会の副会長を拝任させて
頂くこととなりました、和田隆と申します。伝統の灯を守り
つつ、長岡天満宮のますますの繁栄を祈念して微力な
がら精いっぱい務めさせて頂く所存です。どうぞご指導
よろしくお願い致します。
　幼い頃から、天神さんは最も身近な遊び場でした。夏
には蝉を捕まえたり、バッタを追いかけたり、八条ケ池の
周りを散策したことなど思い出がつきません。
　風光明媚な西山の眺め、四季折 さ々まざまな表情を

見せる豊かな自然の残る長岡京は、他のどんな地域に
も誇れる愛すべき我が街です。
　その街の中心に位置する長岡天満宮は、市民の憩
いの場であり、桜やつつじの名所でもあります。貴重な歴
史と伝統を持つ長岡天満宮は次代へ引き継ぐべきかけ
がえのない財産だと思います。これからも、末永く“天神さ
ん”と市民に親しまれる天満宮であってほしい。その為に
も、青年会の諸先輩方、後輩の皆様とともに活動を続
け、一層盛りたてていきたいです。どうぞよろしくお願い申
し上げます。

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。

　平成24年12月1日、三重県伊勢市の丸二ホテル伊勢に
て、都道府県連会長・事務担当者会議に出席させて頂きま
した。
　議題
（1） 諸行事並びに会計報告について
（2） 遷宮奉賛活動について
（3） 第50回宮城大会及び同総会について
（4） 第51回三重大会及び同総会について
（5） 第52回徳島大会について
（6） 第53回石川大会について
（7） 表彰申請について
（8） 第16回期指定氏子青年会の指定について
（9） 第14期指定氏子青年会中間活動報告について
　
　平成24年12月2日、伊勢神宮にて、神宮新穀献米奉納
参拝行事に参加させて頂きました。
　京都府氏子青年連合会・小松会長の下、今後も一生懸
命奉仕させて頂きますのでご指導ご鞭撻、お引き立ての程
宜しくお願いいたします。
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。

謹賀新年

長岡天満宮青年会
会　長

三宅　芳朗

（６）



石清水八幡宮青年会
会 長

新年のご挨拶

武 本 延 美

　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いし
ます。
　早いもので、会長に就任してこの３月で２年が経とうとし
ています。思い返せば東日本大震災が起こり、開催が危
ぶまれる中行われた京都大会に始まり、台風１２号の土砂
災害　更に、石清水八幡宮においてはお盆の最中の土
砂災害と本当に災害が多い年でした。その中、復旧活動・
募金活動にご尽力いただいた会員の皆様には心より感
謝しています。
　また、その他の当会の活動におきましても例年通りの活
動内容ではありましたが、何とか皆様の協力のもと行って

来る事が出来ました。会長としての期間はあとわずかでは
ありますが、これからも京都府氏子青年連合会の活動・単
位会の活動に尽力していこうと思いますのでよろしくお願
いします。

石清水八幡宮豪雨災害復旧作業に参加して
　去る八月十四日未明に、京都府南部一帯を襲った集
中豪雨によって、石清水八幡宮のご鎮座する男山に大規
模な土砂災害が発生し、石清水八幡宮の境内地は甚大
な被害をうけました。私たち石清水八幡宮青年会はすぐ
に事務局と連絡を取り合い、私たちのできることは何でも
するので、手伝えることがあるならすぐに言ってほしい、と
復旧作業の準備に取りかかりました。
　しかしながら、土砂崩れによって発生した土砂が、山麓
の頓宮一帯に流れ込み、その惨状に目を覆いたくなるほ
どでした。見慣れたいつもの風景が、無残に変わり果て、
頓宮内にまで土砂が流れ込み、裏参道は土砂で階段が
崩れ、そこには未だ誰も見たことの無い男山の景色が広
がっていました。
　豪雨災害発生からおよそ十日後の八月二十六日午前
六時より、私たち会員は頓宮一帯の土砂の除去作業を
開始しました。炎天下での作業となることが予想されたの
で、早朝より開始したのですが、崩れ落ちた土砂の堆積
量は私たちの想像をはるかに超え、作業は厳しいものとな
りました。しかし、当日は急な呼びかけであったにも関わら
ず二十名近い会員がスコップや復旧作業のための道具

を持って駆けつけ、その結果頓宮中庭の土砂の除去、汚
れた看板類の清掃、土嚢作りなど、幅広い復旧作業を展
開することができました。
　私事で恐縮ではありますが、いざというときにこれだけの
会員が集まり、汗を流して活動してくれる当会は本当にす
ばらしい会であると実感致しました。今回の豪雨災害によ
ってうけた被害の全面復旧にはまだまだ時間がかかると
聞いておりますが、今後も石清水八幡宮青年会の会員の
一人として神社のため、社会のために積極的に活動して
いきたいと思います。 石清水八幡宮青年会　図師 具徳

（７）

総合建築請負一式

代表取締役　武　本　　勲

〒614-8038　京都府八幡市八幡園内6番地１
　　　　　　 TEL.（075）9 8 1 - 2 8 3 6
　　　　　　 FAX.（075）9 8 3 - 4 4 6 0
工　　　 場　京都府八幡市八幡園内5番地１

株式会社  武本工務店



　謹んで初春のお慶びを申し上げます。旧年中は多岐にわた
り皆々様よりご指導ご鞭撻を賜り心より御礼申し上げます。
　早いもので御霊神社氏子青年会の会長を拝命し2年経ち
ました。御奉仕させていただく時間がとれない中にも、小栗栖
宮司様をはじめ会員の皆様のご協力のおかげで、到らずも無
事過ごすことができ感謝しています。
　昨年も多くの行事を通し、自分は未だに、目先のことに日々
追われていますが、心を静めて参拝させていただく機会が持
てたことは、本当に有難いことだと思っています。
　昨年3月には、小栗栖宮司様にお時間を頂き大原温泉にて
1泊の勉強会を企画したところ、多くの方にご賛同を得、ご参
加頂きました。近くても旅行気分も味わえ、御靈祭について講
演頂き有意義な勉強会となったことが心に残っています。通年
の行事の中で子供主体の行事をご紹介します。

・こどもみこし巡行
午前・午後とも約８０名の幼児・児童が参加しました。
青年会として参加お声掛けと巡行当日のお世話を行いました
が、小学校の先生方のご協力や、地元の方々が休憩所でお
世話、太鼓の会の演奏、裏千家鵬雲斎大宗匠から子供たち
にたくさんのお菓子を奉納していただいたりと多大な御尽力を
頂きました。
・ラジオ体操
参拝とラジオ体操第一・第二。
夏休み恒例のラジオ体操は、６０年以上続き、昨年は毎日７０
名程の参加がありました。児童福祉施設のご協力もあり子
供たちが夏休みの朝を元気に迎えることができる境内での
恒例行事です。私自身も子供の時スタンプを押してもらうこと
が楽しみだったことは覚えています。スタンプを押す側になっ
たことが感慨深く思えたりもして、毎朝来てくれるのがうれしく
楽しみでもあります。
・写生大会
４１回目を迎え子供たち５０名以上の参加がありました。　絵画
教室の協力もあり７月下旬に実施し本殿、西門、狛犬など夏の
御靈神社をいきいきと描きます。審査は日展審査員由里本出
先生お願いし、入賞作品をはじめ全点を境内に展示板を設営
して展示をし、地元の方 も々楽しみにしておられています。
　任期を終えるまで、青年会会員、氏子の皆様が活動に参加
しご満足していただけるよう努力してまいりますのでどうぞよろし
くお願いいたします。

片 岡 潤 哉

御霊神社氏子青年会
会　長

新年のご挨拶

氏子青年の集いご報告　（平成２４年１１月１８日）
　前日の雨がすっかりあがった晩秋の一日、氏子青年の集いが
御靈神社から始まりました。
　御火焼（おほたけ）や　祝ふ上中下御霊
　江戸時代初期に朝江種寛が詠んでおり、めでたき情景として
その頃より綿 と々続く火焚祭を拝見しました。その後移動し同志社
創立者である新島譲とその妻八重の旧邸を見学。大学のご配慮
で詳しい説明もありました。京都市の有形文化財として今なお創
建当時のまま保存されている和洋折衷の内装は来年の大河ドラ
マ「八重の桜」への期待も膨らむ趣でした。
　次に懇親会場への道すがら京都御苑内を都草山本様のご説
明を聞き歩を進めました。普段ゆっくり散策する機会が少ないな
か、歴史や自然といった様々な観点からの逸話はとても興味深い
もので時間があればもっと沢山拝聴したいと思う内容でした。
　府連会議に続く懇親会では御靈神社禰宜小栗栖憲英様も交
えて和やかな歓談のひと時となり、会員相互の絆の深まりを感じ
つつ閉会しました。（関本嘉子）

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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【新島旧邸前で集合写真】【新島旧邸前で集合写真】

【御靈神社 火焚祭】【御靈神社 火焚祭】

【御所の中を解説いただきました】【御所の中を解説いただきました】




