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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　小松　隆志

◇遷宮の年、気持ちも新たに
　会長の職をお受けして、はや一年が経ちました。
　当初より標榜しておりました、単位会と単位会、人と人の繋
がりをより緊密にして、お互いに助け合い、学びあい、さらに
強固な府連にしたいという思惑は、皆さまから絶大なるご尽
力をいただいているにも関わらず、その歩みは遅々たるもの
がございます。
　会長として、まことに申し訳なく、自らの力不足を痛感して
おります。
　ただ、それぞれのお祭りや、企画行事などへの相互訪問
や参加などは、僅かずつではありますが、されど着実に増え
てはきているようです。府連としては、できるだけその動きを助
成し広げていくために、ご紹介やご参加の呼びかけなどのサ
ポートを、さらに強めてまいりたいと思っております。
　一昨年の京都大会で飛躍的に強まった府連としての絆が、
今の当会にとって最大の資産であることは、みなさま等しくご
共感いただけることと思いますが、その絆を守り育てるために
は、まだまだできること、しなければならないことが多 ご々ざいま
す。引き続きご尽力たまわりますようお願いいたします。
　その京都大会といえば、やはり東日本大震災の鎮魂、並
びにその復興へのご祈念と、決して切り離して考えることは
できません。
　昨年夏の全国大会、宮城大会へは多くの皆さまと共に、そ
の思いを胸に、かの地にまいりました。もとより、大会会場周辺
は、震災の傷跡もさほど大きくはありませんでしたが、それでも、
報道されているような、まだ全く復興が進んでいないところがあ
ることも、十分推察できる光景を垣間見ることができました。
　それからまた月日だけは確実に流れ、今や既に震災より２
年以上が経ちましたが、その時間の経過した分だけ、京都
大会の頃の、あの熱い思いも風化していくのではと危惧して
おりました。
　ところが、実際には、被災神社復興のため神社庁さまを通
じて基金を寄託したり、あるいは独自のルートから直接復興
の義捐金を拠出したり、はたまた全国氏青協さまの取り組み

に協賛し植樹をされたりと、方法や手
段は様々ではありますが、単位会さま
ごとにそれぞれ工夫され、復興支援
の思いを繋いで形にしようとされてい
ることが分かりました。
　同じ思いを共有するお仲間の一人
として、まことに頼もしく、誇らしい限り
です。
　当会におきましては、今後もことある
ごとにお互いに啓蒙しあい、支援の火
を絶やさないよう心掛けてまいりたいと
思っております。
　さて、今年は、何と申しましても伊勢
神宮第６２回式年遷宮において遷御が行われる年。既に御
治定により、内宮は１０月２日、外宮が同５日に、遷御の儀が
斎行されると定まっております。
　幸いなことに当会におきましては、本年の全国大会が８月
１０日に三重の地で行われることで、その翌日にエクスカーシ
ョンとして、今回の遷宮でご奉仕させていただける最後の行
事となる「お白石持行事」への参加をさせていただけること
になっております。
　このまことにありがたい機会を企画していただきました全
国氏青協さま、三重県連さまはじめ関係各位には、感謝して
も、し尽せるものではありません。
　稀有なこのときに、神宮へ参らせていただける幸せを胸
に、行事へ参加させていただく一人一人が、自らの氏子地域
の代表として、さらには京都府の崇敬者の代表との大いなる
自負をもって、ご奉仕し、あるいは間近に見学をさせていただ
きたいものです。
　この全国大会への参加を皮切りに、本年度もまた一年間、
種々行事を予定しております。ぜひこれまで以上に、多数ご
参加いただきますようお願い申しあげます。
　今後とも、皆様と御一緒に府連活動を楽しんでまいりたい
と思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

平成２４年 6月24日(日)  第44回定期年次大会（総会）  　下鴨神社　直会殿  50名参加
　　　　　 7月15日(日)～16日(月) 全国氏青協第50回定期大会宮城大会 　松島　ホテル大観荘 40名参加
　　　　　 8月23日(木)  平成24年度第１回役員会  　下鴨神社　参集殿  19名出席
　　　　　　 31日(金)～  ヤチマタ広報キャラバン隊  　府内各所  各単位会交替
　　　　　 9月 9日(日)  府下神社清掃奉仕   　石清水八幡宮  26名参加
　　　　　　 24日(月)  交通慰霊祭　助勢   　西陣織会館  4名参加
　　　　　　 26日(水)  皇室関連施設清掃奉仕  　大宮仙洞御所  2名参加
　　　　　　 27日(木)  平成24年度第２回役員会  　下鴨神社　参集殿  21名出席
　　　　　10月27日(木)  平成24年度第３回役員会  　下鴨神社　参集殿  20名出席
　　　　　　 28日(日)  秋の稔り収穫祭ツアー  　大原神社ほか  3名参加
　　　　　11月18日(日)  第９回氏子青年の集い　主管：御霊氏青 　御霊神社　新島旧邸 42名参加
    平成24年度第４回役員会　懇親会 　SECOND HOUSE will 44名参加
　　　　　12月 1日(土)～2日(日) 県連会長事務長会議　神宮新穀献米奉納 　丸二ホテル　内宮  3名参加
　　　　　　 3日(月)～5日(水) 両陛下御入洛御奉送迎  　京都駅／大宮御所  各単位会分担
　　　　　　 15日(土)  平成24年度第５回役員会　忘年会 　東華菜館　本店  41名参加
平成２５年 1月 ヤチマタ募金活動   　各単位会神社様御社頭
　　　　　　 16日(水)  平成24年度第６回役員会  　下鴨神社　参集殿  22名出席
　　　　　 2月 3日(日)  ヤチマタ募金活動   　吉田神社  25名参加
　　　　　　 10日(日)  神政連ありむら治子参議応援大会 　リーガロイヤルＨ京都 20名参加
　　　　　　 19日(水)  平成24年度第７回役員会  　下鴨神社　参集殿  22名出席
　　　　　 3月 7日(金)～  ヤチマタ広報キャラバン隊  　府内各所  各単位会交替
　　　　　　 28日(木)  平成24年度第８回役員会  　下鴨神社　参集殿  23名出席
　　　　　 4月22日(月)  平成24年度第９回役員会  　下鴨神社　参集殿  23名出席
　　　　　 5月29日(水)  平成24年度第10回役員会  　下鴨神社　参集殿  22名出席

平成24年度の主な活動実績



　此の度、御霊神社氏子青年会会長を拝命しました増田信弘
と申します。
　当会にお誘いいただいて今年でようやく６年目の新参者で
あり、私のような者にこの重責が務まるかどうか、安易にお受け
してご迷惑をお掛けすることにならないかと、随分逡巡しました
が、皆様から「やれ」とおっしゃって頂けるということを有り難い
事と思ってお受けすることに致しました。お受けしたからには全
力を尽くしてゆくつもりでおります。どうぞ、宜しくお願い致しま
す。
　私が、御霊神社のそば近くに越してきたのは15年前です。
その当時から御霊さんには何か惹かれるものがありました。い
ったい何が魅力なのかと色 と々考えわかったのですが、当社
は今現在に至るまで、「生きた神社」として有り続けている、と
いうところにあると思いあたったのです。

　御霊祭をはじめその他の数々の神事には、多くの地域の
方々が様々な所役に自発的に携ることによって催行されます。
普段はなかなか接する機会のない人たち同士が、自然に協力
し合ってお祭りを作り上げてゆく様子は感動的な情景でありま
す。そこには行政区画も職種も長幼男女の違いも超えた、人と
人との触れ合いがあります。それはこのお社が行政組織だけ
ではカバーしきれない、地域の人々の心と心をつなぐような重
要な役割を果たしている「今なお機能している施設」であると
申せましょう。
　つまりここは神社あっての地域であり、また地域の人々あっ
ての神社なのだと思います。これこそ最も理想的な神社のあり
方ではないでしょうか。
　単なる観光名所や歴史的史跡ではなく、これからもこのお
社が地域に根ざした血の通った存在であるように微力ながら
お手伝いできればと考えております。
　私の好きな歌に「なにごとのおはしますかは知らねどもか
たじけなさに涙こぼるる」という歌があります。これは皆様よく
ご存知の通り西行が伊勢神宮にお参りをした際の感動を詠ん
だ歌です。私はこの歌ほど、我々大和民族の信仰心を的確に
表現したものはないと思っております。すなはち、森羅万象す
べてのものに畏怖の念を抱くとともに、「生かされている」という
ことに感謝する気持ち、将にそういうことだと思います。
このような、初 し々い感動を持ち続けながらお社に、そして氏子
青年会に携わってゆきたいと思っております。どうぞ宜しくお願
い致します。

増 田 信 弘

御霊神社氏子青年会
会　長

会長就任の御挨拶

活動報告
　初めまして。今年度より御霊神社氏
子青年会に参加させていただくことに
なりました山下顕優です。本職のカメ
ラマンとしての腕を生かして、青年会
の活動の記録を残していければと
思っております。どうぞ宜しくお願い致
します。

　私のほうから、最近の活動について報告いたします。
　５月１１日に予定しておりました子供神輿は雨の為、翌
１２日の日曜日に順延となりましたが、晴天の下、総勢１４０
名の地元児童が参加して、にぎやかに巡行することが出
来ました。
　また、５月１８日土曜日は御霊祭に青年会員総勢３０名
で参加しました。今年は神幸列全体が御苑内に入り朔平
門の前に整列し、御所を通して皇居を一拝しました。これ
は明治以前の巡行の姿で、実に１４０年ぶりの復活でし
た。御苑の新緑に色とりどりの祭装束が映え、実に美しい
情景でした。

御霊神社氏子青年会　新入会員　山下顕優　

【子供たちとともに神輿を囲んで】【子供たちとともに神輿を囲んで】

【御苑内にて整列した神幸列】【御苑内にて整列した神幸列】

（２）

北村善染工所
帯地・金襴の糸染め

〒602-8409　　　　　　　　　　　　
京都市上京区大宮通寺ノ内下ル西入
　　　　　　　　　  新美濃部町 167
TEL 075-441-5646　FAX 075-441-8844

西大津耳鼻咽喉科
医療法人　信耳会

院長　増　田　信　弘
〒５２０-００２５　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
大津市皇子が丘２丁目１０-２５ ファーストタワー大津マリー１０４号
TEＬ ０７７-５１０-５４５４　FAX ０７７-５１０-５４５５



　当青年会は今年度役員の改選がございませんので、私
が引き続き会長をさせていただきます。本年もどうぞ宜しくお
願いします。
　会長に就任して早くも１年ほどになりますが、まだまだ不慣
れで賛助会員や会員の皆さんには、大変ご迷惑をお掛けし
ていており、一年間なんとか会長を務めることができ感謝の
心で一杯です。
　さて、今回は当氏子青年会についてご紹介させて頂きま
す。当会は昭和４６年、２０名余りの会員で発足したと伺って
おります。この当時の会員さんは、松尾大社の大きな祭典で
ある神幸・還幸両祭の神輿担ぎの方が中心となり、年々会
員数が増え活動内容も充実して、神輿とは関係のない方も
多数在籍し、会員の幅が広がっていきました。しかし、ここ数
年は当時の方も卒業し新入会員が少なく、後継者不足が

今一番の問題となっております。
年間の行事としては、正月の社頭奉仕に始まり、神幸・還幸
両祭の奉仕、八朔祭では盆踊り大会に合わせ夜店・子供
絵ちょうちん展・子供みこし大会の開催、また毎月のフリーマ
ケット「亀の市」他を行っています。
　これだけ多くの行事を運営するには、現状の会員では足
りず、賛助会員さんの手助けを頂いているのが現状です。
　会長として１年経って感じたことは、総会の懇親会では、
様 な々助言を頂いて、人の考え方も色々伺うことができ、人間
として成長に繋がると思っております。また、若手神職さんと
巫女さんとの交流会では、夜遅くまで盛り上がり楽しい時間
を過ごすことが出来ました。そして八朔祭では、絵ちょうちん
の表彰式で、一般の人の前で緊張しっぱなしの中で挨拶す
るなど氏子青年会に入会してこその体験ばかりでした。これ
からもいろいろ場面に遭遇することとなりますが、自分の成長
に繋げることが出来るよう努力していきたいと思っております。
　私を支えて下さる仲間から、時には経験から来る助言等
を頂いて、今まで行ってきた活動を継続・発展させていくこと
が重要です。賛助会員の皆さんと一緒に活動をしていくこと
で、賛助会員さんと会員の連帯感が生まれ、そして私が体
験したことを多くの方に知って頂き共有出来る活動としてい
きたいと思っております。
　今後もこの関係を大切し、会員を増やすことによって、もっ
と賛助会員さんと協力し、松尾大社氏子青年会を発展して
いくことができるように努力してまいります。

お酒の神さん橋渡る
　平成２５年４月２１日未明まで降り続いた雨がウソのような快
晴ですが、半纏一枚では少し肌寒い境内に「えぇかぁ～」、
「せぇ～のぉ～よいしょ・・・」と男たちの声が響く。
　境内は一面、金色の山吹の花が咲き誇る中を神幸祭（通称
「おいで」と呼びます）が行われます。古来より松尾大社の神幸
祭は「うかうかおいで、とっととおかえり」３月中旬の卯日に出御、
４月上旬の酉日に祭礼を行っていましたが担ぎ手不足などがあ
り昭和３６年以降は４月２０日以後の第一日曜日に出御、それか
ら２１日目の日曜日に還御されるようになりました。
　今年は、神幸祭（おいで）のクライマックス船渡御が12年ぶり
に中止となりました。船渡御を楽しみにしていた担ぎ手もいます
が、それ以上に見物人のほうが残念そうでした。
　船を操る船頭さん達も最後の最後まで、榊御面、月読社を皮
切りに殿の大宮社まで渡したかったそうですが、しかし未明まで降り続いた雨で水かさは増
し、猛烈な風が吹きぬける川中を漕ぐのは容易ではありません。
　強風の中、橋を台車に乗せて進み、途中から担いで祭典が行われる位置まで向かいま
した。今回の風で御衣（お神輿に掛けてある五色の布です）が飛ばないように押えにあがり
ました。そういえば１２年前も同じ事したなぁと思いながら僕自身押えにあがっていました。（衣
手社と大宮社の２基以外は専用の合羽を掛けて巡幸していました）これはやはりお神輿は
氏子の持ち物であるという誇りから来るものであるように思います。
　松尾大社の巡幸中では、ごく当たり前の光景ですが、何度も御衣を整えに神輿によじ登
ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

（３）



【式年大祭】

【記念式典】

【慰霊祭】

　いつもお世話になりまして有難うございます。このたび
山本真義氏の後任として会長職を務めさせていただくこと
となりました大橋善治と申します。岩屋神社創祀１１２０年と
いう節目の年に諸先輩方の築かれた伝統を受け継ぐ大任
を仰せつかり、誠に心の引きしまる思いでございます。何分
不慣れではございますが、今後ともご指導ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い申し上げます。
　私たちの青年会もおかげ様で今年創立４０周年を迎えま
した。年々会員数が減少し現在１０名となってしまいました
が、少数精鋭で頑張っております。何とか新会員を増やした

いところですが、現代の職業事情、生活スタイルの変化、娯
楽の多様化もあって若者の関心を集めるのは至難なことに
なりつつあります。
　若者に限らず全ての世代においても、神社や伝統行事
への理解が薄れている様に感じられますが、“まつり”の意
義は神事だけにとどまらず、同じ地域に住まう人間同士の
ふれあいや共同意識を確認する場としても機能しているこ
とにあります。“まつり”やその核となる神社こそ人間関係が
希薄になっている現代において大いに見直されるべきもの
ではないかと思います。
　さて、私は岩屋太鼓の会の会長も兼務させていただいて
おりますが、昨今の和太鼓ブームの影響も手伝って中学生・
高校生も参加してくれており、とても心強く思っております。家
庭や職場・学校以外にも居場所があり、様々な年齢層の
方 と々ともに一つの事に打ち込めるのは幸せなことです。
　二つの会の活動を通して古き良きものの大切さにもう一
度目を向けて頂けるよう、会員一同、氏神様の御守護を頂
きながら精進努力してまいりたいと思います。
　最後になりましたが、皆様方の益々のご多幸を祈念いた
しまして会長就任のご挨拶といたします。

岩屋神社氏子青年会
会　長

大 橋 善 治

新会長挨拶

◆岩屋神社　近況報告
　当社は今年で創祀１１２０年目を迎え、この春様 な々記念行事が
行われた。
【 ４月２９日　創祀1120年式年大祭 】
　創祀１１２０年式年大祭は例祭(春祭)に併せて斎行された。
　岩屋神社史編纂調査の際発見された古記録を元に、鯉・鳥・山
葵・海苔・花団子など古来の神饌を再現し御神前に奉献された。佳
節の祭典ともあって、例年を上回る大勢の参拝客で賑わい、恒例
の青年会露店奉仕も大盛況であった。
【 ５月３日　創祀1120年奉祝祭・記念式典 】
　早朝祝詞殿にて奉祝祭が斎行され、総代会・青年会員が参列。
記念事業（大神輿修復・岩屋神社史編纂）と式年大祭が無事完
遂された奉告と感謝、また当日の記念式典の成功を願う旨の祝詞
が奏上された。午後１時より京都市東部文化会館ホールに場所を
移し、記念式典が行われた。建造当初の壮麗な姿を取り戻した３基
の大神輿・復元新調された四神旗が舞台上に披露され、式典の部
に続き、岩屋神社史編纂委員・浅井定雄氏、神輿修理を担当され
た楽浪文化財修理所所長・高橋利明氏の記念講演が行われ、最
後には岩屋太鼓の会と花山中学校太鼓同好会による力強い和太
鼓演奏が花を添えた。
【 ５月１９日　神宮寺歴代住持慰霊祭 】
　当社は明治維新までの約１５０年間、同境内に開山された連江山神宮寺と称する
黄檗寺院が管理しており、歴代住持は当社の歴史を語る上で欠く事の出来ない貴重
な文献等を残している。現在でも神社隣接地に墓所があることから、創祀１１２０年を
機に墓前において慰霊祭を斎行した。当社存続に貢献した先達を顕彰する意義深い
祭典となった。
　尚、今回の岩屋神社史発刊に伴い“岩屋神社史学習会”が企画されており、氏子
崇敬者の皆様により一層当社の歴史を知って頂く機会が得られることは喜ばしいかぎ
りである。

【式年大祭】

【記念式典】

【慰霊祭】

〒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

（４）



【 流鏑馬神事総合案内所ご奉仕 】

営業時間 １８：００～２３：３０
（定休日 火曜日）

京都市左京区下鴨松ノ木町４９－８
TEL/FAX ０７５－７２１－７６３０

　賀茂祭の序章は、糺の森が緑に包まれる頃から。４月
２９日に始まり、いくつもの祭を経て、５月１５日の賀茂祭
（葵祭）へと動き出します。
　当青年会員も、それぞれのお祭りでの行粧参役と、地
区および地域代表、裏方でのご奉仕などと合わせ、多
数の参加となります。
　行粧列はいずれも、その様は平安調の古式豊かな衣
裳であります。特に賀茂祭におきましては格別で、次は一
年後になりますが、お時間の都合がつく方は是非ともご観
覧いただきたい。一見の価値は充分にあると思います。
　そんな中、祭のまにまに、周年事業（創設１０周年）とし
ての公開講演会と総会を併せ行うよう準備を進めており
ます。なにしろ初めてのことで、誰一人として経験もなく、
何から手を付けてよいのやらと思いつつ、先輩単位会は

どのように対応されたのだろうと、あれこれ思っても仕方
のないことを…。
　幸い、当社新木宮司様ご自身に講演会の講演講師
をお願いしていただくという、強力なバックアップを追い風
に。判断決心のつかないところは、小松府連会長にと
（胃の具合の悪くなりそうな時など、まるで胃腸薬的存
在）。心強いスタッフと、全員の英知、更に府連会長の知
恵を拝借しながら、ようやくそれなりの形が見えてきまし
た。たぶん、この機関紙が届く頃には、この重圧から解
放されていることでしょう。

下鴨神社青年会
会　長

西 村 長次郎

賀茂祭（葵祭）と
　　　　　周年事業

下鴨神社での５年間のご奉仕を終えて
　青く晴れ渡った空のもと、今年も恙なく御蔭
祭、賀茂祭の両例大祭が斎行されました。
　この時期、そこかしこに葵桂の香りを境
内に漂わせた下鴨神社は、新しくお迎えし
た大神様の御神威に澄み渡り、より一層
清 し々く人 を々迎えているようです。

　そして今は、ほっと一息つきつつ、新緑の青さが深くなる様を
初夏の足音と感じ入る頃合いです。
　これまで下鴨神社の神職としてご奉仕してきた私は、今年の
賀茂祭には助勤という形でお勤めさせて頂きました。今年の３
月、ついに、神職としての役目を下がらせて頂いたのです。
　５年という奉仕期間のなかでも、多くの時間を関わらせて頂い
たのが、下鴨の氏子青年会の皆様でした。
　下鴨神社の青年会事務局を担当した私を何かと励まして下さり、応援して下さいました。
相談を快く聞いて頂いたり、神社のためにあれこれと考えて下さったりと、気さくで明るく楽し
い青年会の方 に々は、この５年間本当にお世話になり、感謝致しております。
　私はこれで下がらせて頂きますが、今後もパワフルで充実した活動をご期待申し上げま
す。下鴨神社青年会、万歳！

元 下鴨神社青年会担当神職　権禰宜　瀬藤 万里絵　

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

（５）
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建物解体工事 建物解体のご用命は
〈本社〉京都市下京区東中筋通六条上る４６２－１
TEL（０７５）３６１－７７７７㈹ FAX（０７５）３６１－８８８８
建廃持込のご用命は
〈北営業所〉京都市北区上賀茂十三石山１３８
TEL（０７５）４９３－７７７７ FAX（０７５）４９４－５５５５

会　長　挨　拶

川 上 清 和

　初夏の候、皆様にはいっそうご活躍のこととお慶び申し上
げます。
　就任二年目を迎え、あらためまして青年会の皆様のご協
力と上賀茂神社宮司様はじめ神職の方々のあたたかいご
理解、ご指導に心より感謝申しあげます。
　私自身就任当初は青年会としての新しい行事を何か始
めなければと思っていたにもかかわらず、日々 の仕事に忙殺
され気持ちばかりが空回りし現在に至っておりますことは大
変残念でございます。
　さて、青年会の行事といたしましては昨年に引き続きまして
会員相互の親睦を図るべく研修旅行を３月に企画いたしまし
た。瀬戸内海に浮かぶ山口県の大津島における戦没者の

慰霊祭に神職有志の方 と々共に参加させていただき、戦後
生まれの我々にとって平和の尊さについて考えさせられ、か
けがえのない経験をさせていただきました。翌日は安芸の宮
島、厳島神社に正式参拝させていただいた後、神職様に境
内をご案内いただき大変意義のある研修旅行であったと思
います。
　新緑薫る５月は賀茂競馬神事ならびに賀茂祭（葵祭）と
大変賑わい、我 も々青年会事業であります物品販売と境内
警備ご奉仕などで充実した一日を過ごさせていただきまし
た。とりわけ賀茂祭においては例年の火長役４名以外に会
員及びご子息が４名行列参加させていただいことは大変喜
ばしく、ご尽力賜りました関係各位には心より御礼申し上げま
す。
　初夏を迎えご奉仕させていただくことは以後多 ご々ざいま
すが、何より崇敬神社様へのご奉仕と地域とのつながりと発
展に寄与するという発会よりの理念を日々 忘れることなく私は
もとより会員一同成長していきたいものでございます。
　最後に、今後ともよろしくご指導賜りますようお願い申し上
げますとともに皆様方におかれましても田の緑が日に日に茂る
がごとく、更にご発展されますよう心よりお祈り申し上げます。

上賀茂神社青年会　　　　　　　　　村山　征希
　この度、上賀茂神社氏子青年会の一員として「火長役」を
拝命しました村山と申します。
　千年の昔から続き、その始まりは欽明天皇の時代とされる
葵祭。子供の頃は葵祭の日は学校が午前中で終わるという感
覚程度で、無関心な子供でございましたが、よくよく考えてみれ
ば、私は下鴨神社のすぐそばで生まれ育ち、故祖父は上賀茂
神社のすぐ横である山本町で生まれ育ち、そして今は氏子青
年会でのご奉仕と、振り返れば、まさに幼少の時から根っこから
の「葵っ子」だったと思います。
　お祭り当日はお天気にも恵まれ、初めての御所の中を上賀茂
神社青年会メンバーとの記念撮影や行列奉仕参加者との交
流も深めることができました。
　京都御所から出発し下賀茂神社での社頭の儀では習礼の
時とは違い身の締まる思いでのご奉仕でした。
　下鴨神社を出発し賀茂街道に入ると新緑に囲まれた中での
行列、いつもと違う風景には驚きと感動でした。
　地元上賀茂神社に到着では8キロの路頭の儀を無事終え
てほっとはしましたが社頭の儀が待っており、一の鳥居から二
の鳥居までの各列順番での参進、二の鳥居前での社頭の儀
は下鴨神社と同じことをやっていたのですがまったく違った感じ
がし、何時もいる上賀茂神社と違う神社にいるように思ったのは
私だけだったのでしょうか。
　そんな私も、年齢を重ねるにつれて、また青年会で日々のご
奉仕に携わることで、神社の持つ歴史、意味、役割を深く考え

るようになり、また今回、この葵祭という歴史ある行事で、火長役
を拝命するにあたり、葵祭の歴史、また自身の「火長」という職
位について改めて知る機会を頂きました。「火長」とはいわゆる
検非違使の職人で、警備や管理を行う職であり、また様々な公
務に関わる雑用を担当したと言われていますが、今回、行列に
参加させて頂く中で、一つ一つの流れを当時の事と色 と々想像
しながら参加することで、当時の火長役としての責任感、冷静
さ、忍耐力など色 と々勉強になりました。そして自身にとって、非
常に代えがたい体験となったことは言うまでもありません。
　今回、たくさんのご教授を頂きました葵祭保存会、神社関係、
川上会長はじめ青年会各位の皆様に厚く御礼申し上げます。
また今回、青年会初代会長杉本様から、このような貴重な役に
ご推挙頂き、この場をもちまして重ねて深く御礼申し上げます。
今後も、氏子青年会の一員として、自己研鑽に励み、より一層、
神社へご奉仕、貢献できるよう尽力して参ります。今後共、何卒
宜しくお願い申し上げます。

上賀茂神社青年会
会　長

（６）



◎ 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

「最新事業報告とお礼」プチウィキペ
　日頃は皆様に何かと暖かいご配慮を頂きありがとう
ございます。長岡天満宮青年会副会長を拝命させて
頂いております中村文宏です。京都府連氏子青年会
活動のお役に立てるよう努力して参りますので宜しくお
願い致します。
　さて今回は恒例となっております「霧島つつじ苗木
販売」について報告致します。
　４月２８日・２９日両日好天とつつじの満開時期だった
ことにも恵まれ例年に増して盛況で、来場者も多くお陰
様で無事、ほぼ完売となりました。今回も毎年お買い上
げ頂く皆様や成長の報告を頂く皆様にお会いする度
に「やってて良かった」という実感とご奉仕が出来る事
に感謝致しました。又今年も松尾大社氏子青年会様
がお手伝いに来て頂き、改めて京都府連の友情に感
謝致しました。お客様・販売にご尽力頂きましたことお
礼申し上げます。有難うございます。

◎プチウィキペ１：長岡天満宮は、菅原道真公が
御生前に在原業平らと共に、しばしば遊んで詩歌管弦
を楽しまれた縁深いところです。公が太宰府へ左遷さ
れた時、この地にお立ち寄りになり「我が魂長くこの地
にとどまるべし」と名残を惜しまれた縁故によって、公
御自作の木像をお祀りしたのが創立であります。
◎プチウィキペ２：梅と道真公との関係は”美しや
　紅の色なる　梅の花　あこが顔にも　つけたくぞ
ある”と道真公が、５歳の頃庭に咲く紅梅を見てその
花びらで自分の頬を飾りたいと詠われて以来道真公と
梅は縁が深く、残された詩文の中にも梅花を詠ったも
のが多くみられることや、
梅は中国から奈良時代に
伝来した外来種であり、中
国文化教養を象徴する花
だったからです。
青年会副会長　中村 文宏

　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、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も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
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、今年は伊勢神宮第６２回式年遷宮におきまして遷
御されるという２０年に一度の大変貴重な年に京都府氏子
青年連合会の事務局長という大役を仰せつかり身が引き
締まる思いでいっぱいです。
　「日本文化の原点―京都から　氏青の絆を深めよう！！」
と常日頃からの活動を今年は三重県氏子青年連合会・三
重県神社庁の皆様や全国氏子会員の皆様と力を合わせ
る事で、遷御の「お白石持ち神事」並びに８月１０日に開催
されます全国大会が盛大に開催されますことを心より願っ
ております。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合いたいと存じま
す。
　そして、一昨年・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。これからも義捐金活動等を継続して何らかの
形で力になれるよう氏青の絆を深めていくために努力してま
いります。
　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す。
　日本国の復興と成長・世界の平和を心よりお祈り申し上
げます。

遷宮と私

長岡天満宮青年会
会　長

三宅　芳朗

（７）



石清水八幡宮青年会
会 長

拝命のご挨拶

松 浦 　 誠

　このたび、武本延美前会長のあとを引き継ぎ、会長
を拝命させていただきました松浦誠と申します。
　歴史ある「石清水八幡宮青年会」会長の大任を思い、
身の引き締まる思いでございます。
　先人の皆さまのご尽力により、受け継がれてきました青
年会のため、最善を尽くして参りたいと存じます。
　皆様のご支援ご 協力を賜りますよう、何卒よろしくお願
い申し上げます。
　さて、当青年会は昭和４４年に発足し、結成４５周年
を迎える今年に、次の結成５０周年という大きな節目に向
けて進んで行く所存でございます。

　また、石清水八幡宮の年中行事などを通じて地域社
会の貢献及び会員の活性化を図って参りたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。

石清水八幡宮青年会より
　去る５月３日からの３日間、石清水八幡宮において夜の
特別拝観、石清水灯燎華が催されました。
　御本殿のライトアップをはじめ、境内一帯の数百基もの
灯籠や石畳の参道に灯りがともされ、男山が幻想的な世
界に包み込まれました。
　私たち石清水八幡宮青年会は御神苑にて御奉仕さ
せていただきました。貞観元年（８５９）の御鎮座に際して、
宇佐八幡宮から石清水八幡宮へ八幡様を勧請する折、
案内役を務めたと言い伝えられている鳩をモチーフにロウ
ソクで型どってライトアップを行いました。また過去に青年
会で作成した八幡宮の投影図も設置し、皆様に喜んでい
ただけたかと思います。
　５月に入ったにもかかわらず、少々涼しい夜ではありまし
たが、大勢の方々が温かな灯りで癒されたのではないで
しょうか。
　最後にはなりましたが、御協力いただきました関係者の
尽力にて無事に御奉仕を終えることができました。本当に
ありがとうございました。
　　　　　　　　石清水八幡宮青年会　松田 時典

（８）

石清水八幡宮青年会
会長　松　浦　　誠

石清水八幡宮
〝やわたのはちまんさん〟

武　本　延　美
〒614-8038　京都府八幡市八幡園内6 - 1
ＴＥＬ（075）981－2836　ＦＡＸ（075）983－4460
E-mail:nobutake28@mtg.biglobe.ne.jp

株式会社 武本工務店
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