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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

◇新しき年の初めにあたり
　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おかれましては、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。
　昨年は、神宮の２０年に一度の式年遷宮正遷座の年であ
り、また出雲大社の６０年ぶりの大遷宮とも重なったこともあ
り、日本中が遷宮の奉祝に沸き立った一年となりました。
　とりわけ、神宮では、お白石持行事に、一日神領民として
直接ご奉仕する機会を与えていただいたこともあり、遷宮を
大変身近に感じた方も多かったのではないでしょうか。
　当京都府連におきましても、全国氏子青年協議会が三重
大会のエクスカーションとしてお白石持行事を設定していた
だいたことを幸いに、当初より多くの皆様と共に参加したいと
希望しておりましたが、その念願どおりバス２台で参ることが
できました。
　行事当日は、朝一番の奉曳とはいえすでに猛暑の中、大
変賑やかに行われた奉曳車曳きとは宇治橋を境に一変し、
神苑で受け取り御垣内の奥深く御正宮の真裏にまで運ば
せていただいたお白石は、無事ご奉仕させていただいたこと
への只々感謝の気持ちとともに、静かに置かせていただきま
した。京都府連の代表として当日ご奉仕いただいた皆さま
は、きっと同じお気持ちだったことでしょう。
　ともあれ、大きな感動と、晴れのご奉仕という機会を頂戴し
たことで、この遷宮というすばらしい伝統を次の世代に伝え
引き継ぐという、重く大切なお役目の一端を担わせていただ
いたのだと思っております。
　さて、ここで、昨年後半の、そのほかの府連の活動を振り
返ってみたいと思います。
　一昨年と同様、６月に第４５回総会を下鴨神社直会殿に
て開かせていただきました。執行部や活動方針などが承認
されたことで、いよいよ本年度の活動が始まりました。
　秋には、恒例の府下神社清掃奉仕を、亀岡の大井神社
にてご奉仕させていただきました。お忙しい中、しかも急な申
し出にも関わらず、快くお引き受けいただきましたこと、まことに
ありがたいことでした。府連とは以前より何かと御縁のある神
社さまでもあり、ぜひお役に立ちたいとの強い思いはあったも
のの、実際には馬場の草を虎刈りにした程度となりましたが、
それでも宮司さまより温かい感謝のお言葉を頂戴しましたこ
と大変恐縮しております。
　１０月には、第１０回氏子青年の集いを、松尾氏青の皆さ
まのご尽力により、ししゅう館での生八つ橋作り体験や、松尾

大社での正式参拝など、楽しく稔りあ
る一日を過ごせていただきました。まこ
とにありがとうございました。
　１２月の全国氏青協の神宮新穀献
米では、多くの子供達とともに奉納行
列に参加し、本年は府連全体として
１１０袋、３３０㎏もの新穀を奉納させ
ていただきました。
　また、それ以外に、秋のヤチマタ広
報キャラバン隊や、第４２回交通慰霊
祭、修学院離宮での皇室関連施設
清掃奉仕、等々の行事におきまして
は、各単位会より、多くの方が積極的
にご参加いただきました。各会会長さまはじめ皆様のご協力
の賜物と厚く感謝しております。
　ところで、一般的に京都人は災害にあまり敏感でないよう
です。私自身もそのようなところがあると、他府県の方とお話
をするにつけ感じております。とはいえ、一昨年の石清水八
幡宮や、昨年の府下各所の水害など、身近なところ、あるい
はよく存じあげている神社のご神域などに災害が及んでまい
りますと、敏感でないなどとは言っておられません。やはり、日
ごろの備えや心構えを、もっとしっかりとしなければと、反省し
ております。
　もとより、東北地方の復興には、引き続き心を寄せていかな
ければなりませんが、やはり自らの足元を固めていくことも、同
様に大切なことだと思っております。
　今、全国氏青協では、災害時協定の締結に取り組んでお
られます。府連としてはどれ程ご期待に応えられるか分かりま
せんが、ともかくこの動きを機として、まずは府内の災害への
対応について、何ができるのか、というところから、皆さまのお
知恵をお借りして考えてまいりたいと思います。
　本年は神宮遷宮明け、いわば次回の第６３回式年遷宮に
向けての初年でもあります。府連としても、スローガンである
「京都大会の和を次代に」の初心に帰り、単位会相互の協
力や、新単位会の発掘に注力してまいりたいものです。
　そしてさらに本年、新たに災害時の対応を検討してまいる
ことで、氏子青年会という立場から、いざという時にもお役に
立てる、危機管理の面でも強い、そんな府連を目指す年にな
ればと願っております。
　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。

【 ８月１１日　神宮お白石持行事 】 【 ９月２２日　大井神社での清掃奉仕 】【 ６月１６日　第４５回総会　下鴨神社 】



石清水八幡宮青年会
会 長

新年のご挨拶

松 浦 　 誠

　新年明けましておめでとうございます。
　旧年中は氏子青年会活動に、ご理解、ご協力を
賜わり誠にありがとうございました。
　昨年４月に石清水八幡宮青年会の会長の大役を
拝命してから様々な活動を行ってまいりました。特に８
月に三重県で開催された全国大会の翌日に、神宮式
年遷宮の諸行事の一つでもある御白石持ち行事に参
加させて頂いたことは、間近に迫った神宮の式年遷
宮を実感することができる大変貴重な経験でありまし
た。
　そして、秋には一昨年夏の豪雨災害に続き、台風
１８号による大雨災害において、石清水八幡宮の鎮

座する男山地域にも避難勧告が発令されるなど、二
年続けて自然の猛威の恐ろしさを体感しました。しか
しながら、私たち青年会会員には、一昨年夏の豪雨
災害の折に、石清水八幡宮の頓宮の土砂撤去作業
の為に、すぐさま会員が大勢集まり、皆で協力して奉
仕活動を行うことができた『和』の精神があります。
　本年もさらなる「和をもってむつみあう」精神を発揮
して氏子青年会活動に邁進していきたいと思います。
引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたしま
す。

石清水祭奉仕について
　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の一つに数えられています。
　１５日未明に御神霊が本殿より三基の御鳳輦にて男山
山麗の頓宮に渡御され、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とり行わ
れます。
　私たち石清水八幡宮青年会会員は、石清水祭におい
て毎年行列係としてご奉仕させて頂いています。本年の
石清水祭は御神幸の始まる前から雨が降っていたので、
行列の進行を行うのは例年より大変ではありましたが、石
清水八幡宮青年会の会員として、また氏子崇敬者とし
て、石清水祭が滞りなく執り行われるよう会員一同ご奉仕
させて頂きました。
　石清水祭は、今でもたくさんの方が行列に奉仕されて
いますが、昔は今よりはるかに多い人数だったと聞いてい
ます。現代では何事においても、縮小傾向に向かってしま

うのは仕方のないことなのかもしれませんが、石清水祭の
ような伝統ある神事は、日本の伝統文化としてこれからの
時代にも、無くしてはならない日本人の心だと感じていま
す。これから先の時代にも今と同じ若しくはそれ以上にこ
の石清水祭が斎行されるように、微力ではありますが石清
水八幡宮青年会の一員としてご奉仕させて頂きたいと思
っています。　　　石清水八幡宮青年会　森田 広大

（２）

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〟

代 表　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

森 田 建 築 鉄 工

☆芳名板　奉納・寄付者名はめ込み板式　アルミ製枠　屋外設置
☆鳥居　メッキ鋼製　☆絵馬掛け　雪洞　アルミ・ステンレス製
☆アルミ・ステンレス構 造 物 　 ☆ 掲 示 板 　 ☆ 手 すり
☆ 鉄 骨 ・ 木 造 建 築 物 　 ☆ 外 壁 ・ 内 装 工 事



　「すべての歴史は現代史である」とはイタリアの歴史哲
学者ベネデット・クローチェの言葉である。神代から昨日ま
での全ての事象を認識するのは今を生きている人間であ
るゆえに、個人個人の心象により大きく左右される物であ
り、その時代時代に於ける社会的背景によっても大いに
変化する物である。
　戦前戦中には神代や楠公をはじめとする南朝忠臣の
活躍、また明治維新などが国史の重きを成していたが、
戦後は一転して、これらの事象は教科書から葬り去られ
てゆき、現在の教科書に至っては、何故だか渡来人やア
イヌの事象に相当手厚く紙面が割かれている。
　さて、そこで神社という存在を歴史という観点から見て
みよう。御霊神社は崇道天皇（早良親王）が主祭神であ

り平城京から長岡京、そして平安京へと遷都されてきた
経緯とともに大伴氏、藤原氏の栄枯盛衰の記録を今に伝
えている。伊勢神宮は今年弟64回の式年遷宮が盛大に
行われたが、1300年もの昔の建築様式から祭祀に用い
る物品の製作工程に至るまでの我が国固有の文化を寸
分違わず現代に継承されている。さらに時代は降り、靖國
神社は維新から大東亜戦争に至る国難に殉じた英霊を
お祀りすることにより、我が国近が代化を成し遂げるため
にいかなる努力と犠牲を払ってきたかを今に、そして未来
へと伝える。
　社会背景がいかに変わろうと、個人の主観がどうあろう
と、神社に記憶された我が民族の足跡は変わることはな
い。神社は祭祀を執り行う場であると同時に我が民族の
歴史を未来へ受け継ぐ為の巨大な記憶媒体と云っても
過言ではあるまい。
　正しい歴史を理解することは、人が正しく生きる為の絶
対必要条件である。我が国がこの先、本物の繁栄を手に
する為には、今失いつつある真の歴史を取り戻すことが
不可欠である。氏青活動を通じて神社に刻み込まれた大
和民族栄光の物語を、たとえ少しずつでも、後世に継ぐこ
とが出るのであれば幸甚の極みである。

増 田 信 弘

御霊神社氏子青年会
会　長

歴史を継ぐ意義

お白石持ちに参加して
　平成25年8月23日に伊勢神宮外宮
のお白石持ちに特別神領民として参
加して参りました。
式年遷宮にこのような形で関わること
ができたのは大変貴重な経験でした
し、なによりも正宮の前に立った時の
感動と、何とも言えぬ不思議な感情

は、私たち日本人の心の中に「神」という存在への畏れと
敬いがしっかりと流れているからなのだろう・・・と思いまし
た。心が震える。という表現が正しいのかもしれません。今
まで感じたことのない不思議な感情でした。
　また、お白石持ちの経験を通してもう一つ感じた事があ
ります。それは私たち特別神領民を迎えてくださる、地元
伊勢の方々の「おもてなし」の心です。
　今年の流行語大賞にも選ばれた「おもてなし」ですが、
一説では、茶道から生まれた「その瞬間を、人生で一度
の交会と思い、心をこめて、客人を迎える」という「一期一
会」の思想こそ、日本の文化である「おもてなし」の源流
であると言われています。式年遷宮にあたり、日本全国か

ら伊勢には多くの人々が訪れ、その一人一人に心を込め
てご接待をしてくださっていました。その心は、日本人特有
の「おもてなし」という美しい心だと思います。
　人との触れ合いが少なくなった現代において、「おもて
なし」という言葉の意味をもう一度見直し、日本人としての
心の源流を取り戻す良い機会なのではないでしょうか。一
時の流行語ではなく、日本人としての美しい心を後世に
しっかりと伝えていかなければならない。と、お白石持ちの
経験を回想しながら自分の心を戒めました。

御霊神社氏子青年会　松岡 育子

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
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　新年、明けましておめでとうございます。
新しい年が皆様方にとって素晴らしい日々でありますよう、
心よりお祈り申し上げます。
　月日が経つのは早いもので、周りの会員、賛助会員に
助けられながら、２度目の正月を迎える事に喜びを感じてお
ります。まだまだ不慣れな点はございますが、本年もどうぞ
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

【氏青の集い】
　さて今回は、昨年に行われました京都府連の交流行事の
１つ「氏子青年の集い」を紹介したいと思います。
　去る10月27日（日）当青年会が主幹で開催する運びとに
なり、青年会では何度も話合いを重ねて準備をしてきました。
当日はお天気にも恵まれ、多くの方に参加を頂きました。
　氏子青年の集いとは加盟している７つの青年会同士の
交流と、そのお宮さんを知ろうという目的で始まったと伺って
います。先ず、参加者は阪急西京極駅に集合しマイクロバス
にて松尾大社の末社である衣手神社に向かい参拝しまし
た。衣手神社参拝後、松尾祭と衣手社について説明が行わ
れました。
　古来歌枕で「衣手の杜」の故地と伝わり玉依姫命を祀る
郡村（こおり）の産土神と敬われてきたお宮さんです。松尾祭
では約3週間、松尾衣手社神輿が駐輦する御旅所となりま
す。衣手社のお神輿は担ぎ手によって「放り上げ」といって
言葉の通り、神輿を地上より頭上まで放り上げる妙技は圧巻
されます。ぜひ松尾祭に来られた際は注目していただきたい
と思います。
　神社から少し西に進むと「八つ橋庵とししゅう館」が見えま
す。ししゅう館で京刺繍の見学を行い、「生地から作る生八
つ橋作り」の体験をしました。八つ橋作りは子供から大人ま
で人気の体験で当日も近くの子供会も来られており、皆で楽
しく体験をさせていただきました。しかし、私は生地を延ばす
のに悪戦苦闘…（苦笑）
　さて、場所を松尾大社に移し正式参拝を行いました。参拝
後に昨年より御本殿を見学が出来るようになり、この様に御
本殿に入れるようになったのに私達もびっくりしていました。
「松尾造り」「蛙股」等の建築をより近くで見せていただき、

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

（４）

まつのお

神社の由緒を神職さんより説明を受けました。神職さんの説
明の中で、松尾大社と言えば「お酒の神様」と広く一般に知
られていますが、「お酒」だけでなく「味噌」「醤油」等の醸造
製品の守り神という事に皆さんが、びっくりされたのがとても
印象的でした。最後は恒例の親睦を深める懇親会をささや
かながらではありますが、催させていただきました。会場は松
尾氏青と言えばここ。「京料理  松尾 川よし」です。
　京都市は全国に先駆けて「日本酒で乾杯」という条例が出
来た都市であり、また本日は松尾大社に来られたという事もあ
りましたので、日本酒で乾杯が行われました。本当に「川よし」
は気さくなお店で皆さん終始、和やかな雰囲気の宴席でした。
　そろそろ宴もたけなわという頃、参加者から「松尾さんの締
めと言えば“アレ”やろ？」と声が上がりましたので、一升瓶を
手に「ホイット」を披露させていただきました。この「ホイット」は
松尾のお神輿の会では、ごくごく当たり前の光景だそうです。
皆さんも見よう見真似で参加していただき大変盛り上がりま
した。
　この度、参加された皆さんには驚くことばかりの内容であっ
たかもしれません。盛会に収める事が出来ましたこと、皆さん
に心より深く感謝、感謝です。
　当日、参加いただきました全国氏青協の鷹野会長より「こ
の交流会を始めた頃から比べると、参加者が増えてきたこと
はとても素晴らしい。交流を深めることで、各単位会の氏青
活動を知ることが出来たり、会員同士も潤滑にまわるようにな
り、今後の府連・氏青協の活動にも通ずるものがあるので、是
是非でも永く、この交流会を続けていただきたい」とうれしい
お言葉をいただきました。
　私も含め今後とも、積極的に率先して、もっと氏青活動を
楽しんで勤めさせていただきたいと思います。



　あけましておめでとうございます。本年も我が会へのより
一層のご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
　さて、昨年を振り返ってみますと、まず真っ先に頭に浮か
ぶものはやはり異常気象ではないでしょうか。相次ぐ台風の
襲来は、当会の活動にも影響を及ぼしました。
　渡月橋周辺のニュース映像などでも記憶に新しい9月１６
日の台風１８号に伴う豪雨は、全国各地に甚大な被害をも
たらしましたが、山科地域においても各所で土砂災害に見
舞われ、社会生活の全般にわたり未曾有の支障をきたしま
した。岩屋神社でも奥之院の参道が崩れ、鳥居が数基倒
壊する等があり、その直後の当会の恒例行事であります奥
之院の清掃奉仕は、さながら災害復旧作業の様相を呈し、
参加者は改めて自然の猛威を身近に感じさせられました。
　又、１０月２１日の秋祭におきましても台風２８号の影響の
為、神輿巡行が取り止めとなり、十数年ぶりの居祭となりまし

た。一年に一度の巡行を心待ちにされていた皆様には、さ
ぞかしがっかりされた事と思います。我々にとりましても、この
日のために太鼓の練習や準備を重ねてきただけにとても残
念ではありましたが、これも大神様の思し召しと受け取り、今
年は昨年の分まで賑やかにご奉仕できるよう様、我々青年
会・岩屋太鼓の会一同気持ちを新たにしているところです。
　ところで、私が会長を兼任しております太鼓の会では、老
人福祉施設等での出張演奏が恒例となっており、お年寄り
の皆様を始め職員の方々にも大変好評をいただいておりま
す。今後も更に活動の場を増やしつつ、神明奉仕の充実が
地域社会への貢献にまで広がりますよう精進努力してまい
る所存です。
　最後に、皆様方の益々のご健勝を祈念いたしまして新年
のご挨拶と致します。

岩屋神社氏子青年会
会　長

大 橋 善 治

新年のご挨拶

◆全国氏青三重大会並びにお白石持行事に参加して
岩屋神社氏子青年会　ＯＢ　中川 清生

　謹んで初春のお慶びを申し上げます。旧年中は各単位会の皆
様に一方ならぬお世話をいただき、心より御礼申し上げます。
　昨年は京都府連の皆様とご一緒に、伊勢市の無形民俗文化
財にも指定されています「お白石持行事」に参加させていただき
ました。遷宮後には決して立ち入る事の許されない御正殿のすぐ
傍まで進み、お白石を奉献出来ましたことは、一生に残る貴重な
思い出となりました。今もなお、真新しく清らかな御垣内の風景が
はっきりと瞼に焼き付いております。稀有な機会を与えていただき、
本当に有難うございました。
　さて、私は仕事の都合もあり、中々府連の活動に参加できず誠
に心苦しい限りですが、本年もまた志を共にする皆様とご一緒出
来ることを楽しみにしておりますので、微力ではありますが今後共
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

岩屋神社氏子青年会　ＯＢ　竹村 啓治
　明けましておめでとうございます。早いもので私が当青年会の
会長を務めていた頃から10年の歳月が経ちました。ＯＢとなった現
在も若手の相談役として活動のバックアップをさせていただいて
おります。
　昨年は、全国氏青三重大会、並びにお白石持行事への参加と
いう有難い経験をさせていただきました。
　恥ずかしながらお白石持行事に関してあまり知識を持ち合わ

せておりませんでしたが、それだけにより新鮮で感動を覚える事ば
かりでした。奉献車を引く太く長い綱も、大勢の参加者が着る装
束も、お白石を包む布もみな白で統一されていることなどは、清浄
さを第一とする神道ならではの伝統で、参加していてとても清 し々
い気持ちが致しました。
　また、あの猛暑にも関わらず、お膝元である神領民の皆様は言
うに及ばず、全国からご奉仕に参集された方々の多さには驚かさ
れました。皆様のお伊勢さんへの厚い崇敬心と心意気を肌で感
じることが出来、感無量の一日でした。
　式年遷宮という国民挙げての一大行事の一端に参加させて
いただいたことに心から感謝し、これからも神社に携われる事に
誇りを持って参りたいと思います。

〒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
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　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は、当会にとりまして、また私自身にとりましても、大変有
意義な１年でありました。
　特に１０周年記念のイベントでは、新木宮司様はじめ、多くの
方にお世話になりました。会員各位の熱い思いのもと、成功裡
に終えられたことは、私にとりましても大きな糧となっております。
　そうこうしているうちに、最優秀氏子青年会の表彰の栄誉を
賜りました。想像をはるかに超えた出来事に、ただただ驚くば
かりでした。
　この栄に浴せたのも、まずは鷹野全国会長様の強いご指
導と、多大なるご尽力あればこそと、会員一同、心より感謝して
おります。
　また、小松府連会長には、短期日の中で府連としてご推薦
いただき、さらに下鴨においても事務手続きに奔走していただ
きましたこと、ありがたいと思っております。

　これらの事で慌ただしくしておりますと、逆に、ふと「幸せとは
何ぞや」と、自問自答することがよくありました。
　自慢で申すわけではありませんが、こんな時代遅れな私を、
当会の活動のさまざまな面で支えていただいています小松前
会長、執行役員の仲間。本当に幸せな１年、感謝の１年であり
ました。
　下鴨神社におきましては、来年の春に、第34回式年遷宮の
正遷宮が斎行されます。
　当会といたしましては、今後数多くある遷宮に向けての祭事
や色々な企画に呼応して、粛 と々ご奉仕させていただけますよ
う、しっかりと体制を整えて臨ませていただく所存です。
　最優秀氏子青年会の誇りを胸に、さらなる躍進を掲げ、下
鴨神社関係者はもとより、京都府連各単位会の皆様と共に、
歩を進めてまいる覚悟でございます。
　どうぞ今年も宜しくお願い申しあげます。

下鴨神社青年会
会　長

西 村 長次郎

第34回
　式年遷宮に向けて

青年会に入会させていただいて
　「私利私欲を求めず、公僕とし
て」と言う文言を信じた公務員生活
を終え、この度下鴨神社青年会に入
会させていただきました。
　ただ、この文言とは裏腹に、今の
我々を取り巻く状況は自分さえ良け
れば他人はどうでも良いという、自

身の私利私欲に結び付ける風潮が蔓延り、日本人のア
イデンティティーが目に見えない形で薄れてきたと思
うのは、私一人だけでしょうか。
　私は、今のこの日本に必要なのは、抽象的な表現に
はなりますが「ほんまもん」ではないかと思っており
ます。この「ほんまもん」がわからなくなると、これ
まで営々と続いてきた、大切なしきたりや文化までも
が消し去られてしまいそうでとても心配です。
　下鴨神社青年会へは、まだ入会してわずかの期間で
はありますが、下鴨神社の祭事や青年会行事に実際に
参加させていただくにつれ、改めて下鴨神社の文化の
大きさと奥深さを感じております。

　またその間、府連の活動にも参加させていただいた
ことで、出身校の後輩にあたる上賀茂神社の藤木権禰
宜さんとの出会いや、上賀茂神社青年会員の沢田さん
との懐かしい再会という奇縁があり、清掃奉仕での大
井神社の宮司さまや、氏子青年の集いでの松尾大社の
神職の皆さまから「神道」や「神社の起源」等々のお
話を頂戴し、多くのことを学ばせていただきました。
　さらに、日本会議で拝聴した講演も感銘を受けまし
たし、幸いなことに神宮のお白石持ち行事に参加とい
う貴重な経験もさせていただきました。
　そして、折々に京都府連の各単位会の皆さまとお話
し、その日々の取り組みを聞かせていただくにつれ、
日本と日本人が本来持っていた本質、真の日本、「ほ
んまもん」を再認識させていただくことができまし
た。
　我々は、この「ほんまもん」を子々孫々に伝えてい
かなければならない使命を帯びていると思います。
　私自身もその一端を担えるよう、今後も下鴨神社青
年会員として、心して取り組んでまいりたいと思って
おります。　　　下鴨神社青年会　会員　山田 高

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

（６）

ぶあん
下鴨の水が育てた　京流中華

京・左京区下鴨膳部町92
（075）781－1016

【 三重大会で最優秀氏子青年会受賞 】



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

新年のご挨拶

上 村 修 三

　新年あけましてあめでとうございます。
　昨年の８月より三代目会長を努めさせていただく事にな
りました上村修三と申します。
　先代会長の思いを引き継ぎ、地域と神社の更なる発展
の為に努力していく所存ですので、
今後共皆様どうぞ宜しくお願いいたします。
　昨年は特に伊勢神宮の式年遷宮の年でもあり、当青
年会からも多くの会員が、お白石持行事に参加させてい
ただきました。

　２０年に一度の遷宮行事に参加出来た方は、本当に
生涯においての素晴らしい思い出になった事だと思いま
す。
又、当青年会も５年目の節目をむかえ、ようやく地に足が着
いてきた所です。
　そこで発足当初からの目標であり夢でもあった地域の
子供達と神社がさらに親密な繋がりが築ける様な事業の
拡充に努めて行きたいと思います。
　これは将来においても大変重要な事で、子供の頃から
神社に興味を持っていただく事によって日本の歴史や、文
化、日本人の精神を養ってもらいたいと願うからです。
　宮司様をはじめ神職様の意見を聞きながら青年会で
考えて行きたいと思います。
　最後になりましたが、今後ともご指導、ご鞭撻宜しくお願
いいたします。

上賀茂神社青年会奉仕 <写真報告>

上賀茂神社青年会
会　長

（７）

５周年記念テント奉納

総 会総 会 葵使奉仕葵使奉仕



◎ 新　　　　築
◎ リフォーム
◎ 耐 震 診 断
◎ 耐震補強工事

創業5 5年

長岡京市一里塚２番地１０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

長岡天満宮青年会　　　　　　　　和 田　隆
　新年明けましておめでとうございます。次期、長岡天満
宮青年会の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、白梅会・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。
　昨年は伊勢神宮第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
思いでしたが無事に本年を迎えることができました。
　「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
れました、全国大会が盛大に開催され定期総会・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。また、12月7日伊勢神宮・神宮会館に
て事務局長会議に出席させて頂き、翌日、献米奉納をさせ
て頂き、その後外宮の中を見せて頂きました。
　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。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。
　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
氏神様のますますの復興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

（８）


	1P表紙
	2P石清水
	3P御霊
	4P松尾
	5p岩屋
	6P下鴨
	7P上賀茂
	8P長岡

