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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　西田　勉

◇会長就任のご挨拶
　このたび、小松隆志前会長のあとを引き継ぎ「京都府氏
子青年連合会」の第２６代会長を拝命しました松尾大社氏
子青年会所属の西田勉です。どうぞ宜しくお願いします。
　さて、私の氏子青年会に関わるきっかけは、平成９年の８月、
毎年９月に松尾大社で行われる八朔祭のお祭り開催の新
聞折り込み広告に「お祭りのお手伝い募集」の見出しが有
り、興味をもって神社へ電話をかけたことです。その松尾大
社氏子青年会では会長まで勤めさせて頂き、府連では副会
長を勤め、この度ご縁から京都府氏子青年連合会会長の
お話を頂きました。就任にあたり所属神社の松尾大社宮司
生嶌經和様へ相談の際、力強いお言葉を頂戴しまして、微
力ではございますが精一杯頑張って行く覚悟です。会員皆
様の更なるお力添えを、どうぞ宜しくお願い致します。

＜平成26年度　京都府氏子青年連合会　活動方針＞
　本年度、府連では『京都府氏子青年連合会の輪を広げ
よう！』を活動スローガンに掲げ、平成２６年度の活動方針に
させて頂いております。この“輪を広げよう！”と言う言葉には、
色々な意味が含まれます。私が入会した平成９年以降、
平成１５年下鴨神社青年会、平成２１年上賀茂神社青年会
が府連に加盟され、現在７単位会で活動を行っております。
しかし、京都にはまだまだ多くの神社もございますので１つで
も多くの氏青が増えるよう、同志が１名でも増えるように、今後
も引き続き神社庁や各種団体と活動を通じて、お伝えて行く
ことが大切と感じております。
　また、各単位会の会員数を増やす取り組みも重要です。
新入会員が増えないまま、会員の平均年齢が高くなっている

会もあり、この現状は将来的に府連の
活動にも関係してまいります。今まで
先輩皆様のご努力により、京都府神
社庁の関連団体の中でも府連の存
在は大変重視されていると感じ、会員
増強がその組織力を更に高めること
に繋がると思っております。
　氏青の活動は奉仕だけでなく綱領
を見ましても、感謝を忘れず、和の心
を持ち、日本の良さを感じることが大
切と言う事を伝えており、神社に携わ
る気持ちや行動から教わる事は多く
存在し、特に若い人に広める必要性
を感じております。
　地域の神社とは、もっと身近な所。子供の頃はお祭りが楽
しみでしたし、遊び場でもありましたので決して敷居は高くな
いと伝える所から始めたいと思っております。
　最近ではお祭りを町おこしの起爆剤として町の結束を図
るなど、神社を中心に活動をしようとする傾向が見受けられま
す。実際、一度無くなったお祭りを復活するなど、神社に人が
集まるように成って来ている所も有りますので、今まで府連に
は繋がりのない神社に対しても、何か出来る事を探し、関わり
を持つことも広報活動の一環として考えております。
　現在、1年間の活動は多岐にわたりますが、その辺を調整
しつつ今までの会長が築き上げられた成果を重んじ、活動を
展開させて頂きたいと思っておりますので、ご指導ご協力の
ほど宜しくお願い申し上げます。

＜ 退 任 の ご 挨 拶 ＞

　この度、２年の任期を終え、会長職を退任させていただくこととなりました。
　なんとか当職を全うできましたのも、府連執行部並びに全国役員の皆様、そして各単位会の会長様は
じめ、多くの会員の皆様が、府連の運営や各種行事へ積極的にご参加をいただけたればこそと、衷心より
感謝しております。
　在任中の行事には、いずれにも思い出深いものがございますが、なかでも昨年の三重大会におきまし
て、７５名ものお仲間とともにお白石持ち行事に参加させていただけたことは、まさに得難い経験で、神宮
の第６２回式年遷宮の年に会長をさせていただいたという巡り合せは、幸せの極みだと思っております。
　また、本年３月の、東京での全国氏子青年協議会創立５０周年記念式典にて、私自身所属いたします

下鴨神社青年会が、最優秀氏子青年会の表彰の栄に浴したことは、この上もない悦びとなりました。
　さらに、私の任期終盤に、上賀茂神社青年会の皆さまがご尽力いただき、悲願でありました全国氏青協の指定氏子青年会に
名乗りを上げられましたことは、僭越ながら私にとりましては、何よりの退任のはなむけを頂戴したと思っております。
　至らぬ会長ではありましたが、皆様とともに大変幸せな２年間を過ごさせていただきました。真にありがとうございました。
　さて、後任の会長には、松尾大社氏子青年会の西田勉様にご就任いただきます。
　西田勉様は、府連でのご活動が長く、ご経験も豊富な方ですので、府連丸のかじ取りにはまさに適任者でございます。存分な
ご活躍をいただきますようご祈念申し上げます。
　最後になりましたが、京都府神社庁庁長田中恆清様はじめ神社庁の皆様、関係団体の皆様、そして京都府下の神社関係者
の皆様には、在任中大変お世話になりました。ありがたく、厚く御礼申し上げます。
　今後とも変わりませず、ご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げて、退任にあたって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　小松 隆志　



退任のご挨拶　　　　　　　　　　三宅  芳朗
　この度、長岡天満宮青年会の会長職と京都府氏子青
年連合会の事務局長職を退任させていただきます。この
場をおかりして御礼申し上げます。在職中は何かとお力添
えを賜り誠にありがとうございました。
　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次の世代に引き継がせて頂けること
を大変喜んでおります。
　若者から老人まで世代を超えた人と人との繋がりの機
会がここにはありました。古きよき時代の面影・精神を後世
に残していくために私自身退任する身ではございますが宮
司様はじめ神職の皆様、和田隆新会長や青年会の先輩
方・後輩たちとの交流のなかで、継続してご奉仕させてい
ただきたく存じます。「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一歩控えた
立場からバックアップさせていただきますので今後とも宜しく
お願い致します。
　伊勢神宮第６２回式年遷宮におきまして遷御されました
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大変光栄なことと感じ
ております。
　４年間の会長職を全う出来たのも皆様の支えがあった
からこそと感謝しております。京都府連の前会長小松隆志
様はじめ全国氏子青年協議会会長の鷹野尚志様、副会
長の大垣守弘様そして全国役員の皆様には多大なるお
力添え・ご指導・ご鞭撻・お引き立て・あたたかいご配慮を賜

り誠にありがとうございました。
　平成２３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。東日本大震災復興支援、全国氏子青年協議会第
４９回定期大会・京都大会での思いを胸に留め義捐金活
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。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と共に皇室の彌栄
と神宮をはじめ全国神社の更なるご発展を祈念致しまして
退任の挨拶にかえさせていただきます。
　最後になりましたがこのような場を与えてくださった長岡
天満宮青年会前会長 故 黒田 基様のご冥福を心よりお
祈りしております。「我が魂長くこの地にとどまるべし」
　本当にありがとうございました。

　皆様こんにちは。今期、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。若輩者な
がらこのような大役を仰せつかることとなり、大変光栄に思
っております。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、また、三宅芳朗前会長が積極的に活動
しておられた姿勢を見習って、私も微力ながら精いっぱい

務めさせて頂く所存です。何卒ご指導ご鞭撻よろしくお願
い申し上げます。
　昨年度は、氏子の代表として伊勢神宮の式年遷宮に参
加させて頂きました。御白石持ちとして神宮正殿の御敷地
に御白石を奉献するという貴重な体験ができましたのも一
重に縁あって氏子青年会に籍を置かせて頂いているから
と、心より感謝致しております。
　風光明媚で、四季折々の豊かな自然の残る長岡天満宮
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であります。この貴重な財産を
守る為にも、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と考えております。ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

新任のご挨拶

長岡天満宮青年会
会　長

和 田　隆

（２）
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石清水八幡宮青年会
会 長

知ろう学ぼう
　　　　お米作り

松 浦 　 誠

　いつもお世話になっております。石清水八幡宮青年会
の松浦です。
　今年も、数々ある行事の中で、「御田植祭」と同時に
開催している「知ろう学ぼうお米作り（田植え体験）」を
実施しました。
　参加者は、会員含め６０名以上となり大人も子供も裸
足で田んぼの中へ入り、横一列に並んで田植え体験を
してもらいました。

　体中泥だらけになっている子供やそれを見守る家族、
田植え慣れしているお父さんがおられたり盛況でした。
その後、皆で昼食を食べながら、お米作りについての話
をいたしました。
　といいましても、私自身も田植え体験でしか経験したこ
とはなく、米作りをしたことはありません。田植えをするにし
ても様々な過程があり、「抜穂祭」までさらに多くの苦労
があると思います。
　自分で作ったことのないお米作りの大切さを次世代に
どのように伝えていくのだろうか?車が空を飛ぶ時代にな
っても、今と変わらない田園風景があるのだろうか?等い
ろいろと考えながら、苦労に感謝しつつ、今日もお米を食
べております。

　昨年７月より石清水八幡宮青年会に入会させて頂き
ました田島祥充（たじまよしみつ）でございます。京都府
氏子青年連合会の皆様お見知りおき頂きますよう、どう
ぞ宜しくお願いします。
　青年会入会後、できる限りの行事に参加をさせて頂こ
うと常に思っておりますが、なかなか参加できずこれまで
に参加させていただいた大きな行事は、勅祭の「石清水
祭」と節分の「鬼やらい神事」でございます。どちらの行
事も一連の流れも知らないまま参加させていただいたの
で、無我夢中で与えられたお役を勤めさせて頂きました。
　特に「鬼やらい神事」では光栄にも初参加で鬼役を
いただき、戸惑いながらも２回の出番を欠かすことなく勤
めることが出来、無事にお役が終わった時にはほっと胸
を撫で下ろしました。これも先輩方の温かいご指導の賜
物と感謝をしております。
　私は今年42歳の後厄の年なので、「鬼役をすること
で厄払いになっているよ」と先輩会員さんが教えてくれま
した。与えられたお役をただ一所懸命勤めることで、後々
喜ばさせて貰えることに感動を覚えました。
　これからも様々な行事を通して自分を磨いていけるよ
うに積極的に青年会行事に参加したいと思います。

◉石清水八幡宮「鬼やらい神事」の歴史
　古代中国に起源をもつ追儺（ついな）＝鬼やらいの風
習が日本に伝わったのは奈良時代の頃、平安時代の宮
中では大晦日の夜に追儺式が行われていた。
　石清水八幡宮でも明治維新における「神仏分離」以
前、境内にあった護国寺で毎年旧暦１月に大勢の見物
人が見守る中「鬼走（おにばしり）」と呼ばれる行事が行
われていたが、明治以降は鬼も全く登場する機会も場
所もないまま忘れ去られた存在であった。しかし、昭和62
年より古来宮中に伝えられていたとされる「追儺」の古
式が採り入れられ「鬼走」が節分に行われる神事として
「鬼やらい」へと形を変えて復活した。

石清水八幡宮青年会　田島 祥充　 

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〟

（３）



　気がつけば私も今年で四十八歳になり、もう半世紀近く
この世で過ごしたという事実に驚くばかりである。そしてし
みじみ「人生は思っていたほど長くない」という現実をひし
ひしと実感している次第である。そこで気付かされるの
が、ひと一人が一生に成し得ることなど本当に限られた事
だけだということである。
　今日のように、高度に発展した我が国の文化や社会形
態も一朝一夕に成ったものではなく、神代から現代に至る
無数の祖先の人生を積み重ね積み重ねつつ形成された
ものにほかならない。その気の遠くなるような数の人々の、
それぞれの人生でもって過去から現在へと幾重にも橋渡
しをすることで紡いできたものが歴史である。現在生きて
いる我々はその歴史の先端にいるものであり、この歴史を

さらに未来へと紡いでゆく義務を負う中継者である。
　今年、氏子青年会も五十周年という節目を迎え、三月
には盛大な式典が催された。私も末席に加えていただき、
感動を共にさせて頂いた。事ここに至るまでには、幾多の
諸先輩方の並々ならぬご苦労があった事だろう。
　私も氏青の、そして我が国の先輩たちが紡いでこられ
た歴史を後世に伝える「中継者」としての自覚を新たにし
て精進してゆきたいと思うこの頃である。
　―海ゆかば水漬く屍、山ゆかば草生す屍―名は残さ
ずとも、我が国の無窮の繁栄のための捨石と成れればそ
れに過ぎる名誉はない。

増 田 信 弘

御霊神社氏子青年会
会　長

中継者としての自覚

　この度、山田高士先輩・山下太郎
先輩のご紹介により御霊神社氏子青
年会に入会させていただきました小山
裕久と申します。また、神社について
何も知らない私をあたたかく迎えてい
ただきました増田会長をはじめ、氏子
青年会の皆様には本当に感謝いたし
ております。

　そして早速、いくつかの行事に参加させていただきまし
た。こども神輿では、小さな子ども達も一生懸命、無邪気
にお祭りを楽しんでいる姿を見ることができました。私事で
すが、４人の子ども達の親として嬉しく、そして、これからの
子ども達の為にも、歴史と伝統ある行事をしっかり支えて
いく責任を感じられ、新しい楽しみも湧いてきました。
　御霊祭も交通整理のお役をいただき、一番近くでお祭
りに接することができ、参加された皆様のエネルギーに完
全に圧倒されてしまいました。特に、三基の神輿が御所に
向かう姿に身の引き締まる思いが体の底から出てまいりま
した。そして多くの方々がお祭りを待ち望んでおられるこ
と、ひしひしと伝わって感じられました。その末端に身を置
かせていただけるチャンスをいただき、感謝と嬉しさを感じ
つつ、身が引き締まる思いでございます。

　先人の方々が守り続けてきた歴史と伝統をしっかりと
守り、私がその方々のようにお祭りを支えていく側になった
ことに責任を感じるとともに、皆で一つの目標に対して力を
合わせ、協力して作り上げていく楽しさと嬉しさも湧いてき
ております。そして、しっかり後世に継ぐことができるよう、微
力ではございますが、会のお役に立てるよう努力してまい
ります。
　最後になりましたが、慣れないこと、知らぬことばかりで
ご迷惑をお掛けすることも多いと思いますが、どうぞよろし
くお願い致します。　御霊神社氏子青年会　小山 裕久

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

ラーメン  あかつき
京都　北白川

小　山　裕　久
〒606-8276　京都市左京区北白川別当町13

TEＬ.（075）702-8070

（４）



「一の井川」横手の倉庫に倒壊した大木 激流と化した桂川の様子「上野橋周辺」

　こんにちは、松尾大社氏子青年会の中島大輔です。
　当会は今年度、役員改選の年となりますが、私が引き続き会長
を務めさせて頂くこととなりました。どうぞ宜しくお願い致します。
　さて、当会は、本年度結成４５周年の記念の年を迎えました。
４５年、本当に長い年月で、この間先輩方の並々ならぬ努力が現
在まで引き継がれており、結成当時の強い志に改めまして敬意を
表するところであります。
　この大切な年を大きな節目と受け止めまして、更なる松尾大社
の発展、そして氏子青年会の拡大拡充のため各活動に一層取り
組んで参りたいと思っております。
　そして、もっと多くの方に氏子青年会の存在を広めなければな
らないと強く感じておるところです。

　話は変わり、昨年の全国大会のことですが、昨年は遷宮遷御の
年。これをお祝いするべく第６２回神宮式年遷宮が行われた三重
県での大会となりました。そして、この日に行われました伝統行事で
あるお白石持ちに参加させて頂きました。
　当日は全国の氏青同志だけで６００人近くの参加となり、参加者
全員で「エンヤー、エンヤー」の掛け声で一斉に綱を引き、お白石
を積んだ大きな台車をおはらい町から内宮宇治橋まで引きました。
その迫力は忘れることなく、今も思い出として心に強く残っており、
参加できたことに大変ありがたく光栄に思ったところです。
　遷宮は２０年に一度の行事であり、今回も日本中が遷宮につい
て賑わっていますが、普通の生活をしておりますと到底経験できな
い行事でしたし、神宮の大切さ伝統行事の重みを肌で感じること
ができ、これも氏子青年会に入会しているからこその経験だったと
思います。
　このような、素晴らしい体験・経験ができるのは氏青ならではのこ
とですし、年間多数の行事を行っている当会も毎年思考を凝らし、
内容の変更も考えながら活動を行っていかなければなりません。
　また、当会は私たち会員の力不足でなかなか新入会員の増強
が出来ていないのが現状です。会員より賛助会員の方が多い現
状から賛助会員の方には、いつも応援や相談にのって頂いており、
本当に青年会を支えて頂いています。
　皆さん心優しく進んで手伝ってくれまして、その雰囲気作りが出
来ていることに感謝すると同時に会員増強のため努力してまいり
たいと思います。まだまだ不慣れではございますが、今後ともご協力
の程宜しくお願いいたします。

神幸祭(おいで)
　晴天の４月２０日、松尾大社（まつのおたいしゃ）では神幸祭

（おいで）が本年も盛大に行われました。毎年、当青年会では
太鼓、旗持ち、時間計測などの奉仕を担当しております。特に
本年は例年とは異なる大きな一日となりました。
　昨年９月の台風18号により、特別警報の出された京都府は
由良川、桂川の水源地帯に大量に降雨したため、京都府内
各地では多数の床下浸水などが発生しました。
　松尾大社でも色々な所に色々なものが溜まったり、建物へ
木が倒れるなどの大きな被害がありました。
　また、それと同時にお神輿運営に携わる方々の心配は、神
幸祭のハイライト「桂川の舟渡御」です。
　この台風で川岸がえぐられ川底には土砂が溜まってしまい、
お神輿を乗せるための船が安全に入れる状況ではありません
でした。
　「川底が危ないので舟渡御は中止せざるを得ないので
は？」、「継続か」、「凍結か」と船渡しの連絡会で議論が交わ
されてきました。
　幸いにも京都府・京都市の台風18号に対する河川整備事
業の一環として河川に堆積する土砂の除去をして頂く事が出
来、船渡しが２年振りに見事盛大に行われました。

式年遷宮と
　　　　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

（５）

まつのお

　ただ、足場は例年通りでは無く、担ぎ手はいつも以上に慎重
に川に入って行きました。
　川岸から10ｍほど進んだ辺りからは、急に水深が1.5ｍまで
深くなるので竹竿などで水深を確かめながら一歩ずつ“ゆっく
り”と足を進める担ぎ手、ゴロ石を避けながら慎重に船を進める
船頭さんの息はピッタリでした。
　各お神輿が無事に船に乗ると観衆からは「ようやった！流石
は松尾さんの担ぎ手や！！」と大きな声援が聞こえました。
　無事に桂川を渡り、最後の大宮社神輿が河原斎場に着き
ます。因みに神幸祭で６基の神輿が揃うのはこの場所のみと
なり、徳大寺の団子神饌を供え祭典が厳かに行われます。

松尾大社氏子青年会　林　篤司　



　昨年に引き続き会長を務めさせて頂きます大橋善治と申
します。今期も何卒よろしくお願い致します。
　さて、今回は４月２９日に行われました当社の春祭につい
てご紹介したいと思います。例年昭和の日に行われる春祭
は、季節柄好天に恵まれる事が多く、連休中という事もあっ
て多くの参拝者で賑わいますが、今年は予報通り生憎の天
候に見舞われ、雨風が強く少し肌寒い日となりました。
　通常は本殿祭を行った後に祭場を本殿上手の東祭場
に移し、火焚神事・湯立神事・音頭奉納・福引抽選が行わ
れますが、今年は雨天の為東祭場の足元が悪く、急遽本
殿祭後に引き続き境内にて湯立神事を行い、火焚神事は
日を改め、１日の月次祭に行う事となりました。従って東祭場
での青年会の露店奉仕や福引抽選も、境内の限られたス
ペースで行わなくてはならず、やむなく内容と数量を減らして
のご奉仕となりました。
　当初この悪天候ゆえ参拝が少ないのではないかと心配
しましたが、お蔭様で沢山のお参りを頂き、一同安堵しまし

た。また、全ての行事を境内で行うことにより、賑 し々さも幾
分か増している様にも見え、奉仕者も参拝者もいつもとは違
う雰囲気の春祭を思い思いに楽しんでおりました。また今年
は準備段階から椥辻地区有志の若人衆がご助勢くださり、
新たな祭典奉仕の担い手として期待と展望が開け、誠に
心強く感じられました。
　どちらのお宮でも祭典時の空模様にはご苦労をされてい
る事と思いますが、如何様な天候でも丁重なる神事が第一
義である事を念頭に、参拝者への配慮も怠る事無く、臨機
応変な対応が出来る様心がけなくてはならないと改めて反
省した次第です。
　最後に足元の悪い中、祭典にご参列頂きました氏子崇
敬者の皆様、ご奉仕頂きました皆様にこの書面をお借りしま
して厚く御礼申し上げます。

岩屋神社氏子青年会
会　長

大 橋 善 治

岩屋神社
　　　例祭報告

◆祭典の紹介　　　　岩屋神社氏子青年会事務局
　去る５月２５日、『神宮寺歴代住持慰霊祭』が総代会役員
の参列のもと、厳粛に斎行されました。
　一見神社とは無関係に思われる祭典名ですが、それは当
社が江戸中期より約１５０年間に及ぶ長い間、連江山神宮寺
という黄檗宗寺院によって祭祀や管理がなされていた事により
ます。今日では想像し難いですが、明治維新以前の神仏習合
の時代においては、境内に社寺が同居し、また僧侶がご神前
で読経する風景などはごく一般的な事でした。
　ちなみに黄檗宗は、江戸前期に中国より伝来された、伝統
的仏教の中では最も新しい宗派で、総本山は宇治の萬福寺
です。その宗祖、隠元隆琦和尚はわが国にインゲンマメやレン
コンなどの食物を始め、明の先進的な文物をもたらした事で知
られています。なお、隠元和尚から１３代までは中国から招か
れた渡来僧であり、黄檗第９代を務め、当神宮寺を開山された
霊源脉老和尚もそのお一人です。
　歴代の住持達は一世紀以上もの間、岩屋大明神（現、岩
屋神社）を護持し、また “岩屋大明神之傳”や“神宮禅寺中興
記”等の当社の由緒を物語る貴重な文献を残しました。境内

隣接地には霊源和尚を始め歴代住持の塔所（墓所）が営ま
れましたが、明治元年の神仏分離令以降神宮寺は廃寺とな
り、本山との関係も途絶え、神社では墓地を管理するのみの状
態が続いておりました。そこで昨年の創祀１１２０年式年大祭
を契機に当社の存続に寄与された歴代住持を顕彰する機運
が高まり、墓前での慰霊祭斎行に至りました。
　今回で２年目を迎えたこの意義深い祭典が、これからも恒
例行事として末永く継承される事を願ってやみません。

〒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

（６）



「御蔭祭に供奉」「御蔭祭に供奉」

　この度、全国氏子青年協議会創立50周年記念式典に
於いて最優秀氏子青年会表彰を賜りました。
　これも偏に、下鴨神社のご指導とご支援並びに、下鴨神
社青年会創立より活動を支えてこられた時々の会長、役員
並びに、会員諸兄のご尽力の賜物と、厚く御礼申し上げま
す。
　当日は、彬子女王殿下御臨席の下での表彰式であり、
大変な緊張と最優秀氏子青年会受賞の重みを感じ、重責
を担っている事を改めて痛感いたしました。
　創立10年とまだ歴史の浅い当会ではありますが、一貫し
て下鴨神社を中心とした地域社会の形成に向け、下鴨神
社 諸祭事の奉仕や伝統文化を伝える為の講演会など地
域と神社の結び付きを手助けする地域に根ざした活動を
展開して参りました。

　今回の受賞は私たちの活動が認められたものと何にも
勝る大きな励ましとなりました。
　この受賞を励みに、会員相互との「連携と絆」をより一層
深め、邁進する所存です。
　来年4月27日には下鴨神社式年遷宮 正遷宮が斎行さ
れます。我々青年会としても一丸となって式年遷宮事業に
取り組んで参ります。今後とも、なお一層のご指導、ご協力
をお願い申し上げます。

下鴨神社青年会
会　長

西 村 長次郎

最優秀氏子青年会
　　　　表彰の喜び

新入会員紹介
　この度、下鴨神社青年会に入会しまし
た石川と申します。主人が昨年から活動
しており、そのご縁で入会させて頂きまし
た。
　先日の御蔭祭では地元の小中学生と
一緒に行列に参加、また葵祭では走馬

の儀のお手伝いをさせて頂きました。
　去年までは一観光客たった私にとって、非常に光栄な経
験をさせていただき、心から感謝しております。
私ごとですが、幼少から高校までは転勤族の父親に伴い海
外で暮らしていました。そのため、常に自分のルーツや日本と
いう国を強く意識してきたように思います。
　日本が世界に誇る京都、そして中でも世界文化遺産の下
鴨神社は私にとって氏神様であります。青年会の行事に参
加させていただいてみて、その伝統を継承し後世に伝えて
行く大切さを、今、とても感じています。
　御田植祭は数年前に60年ぶりに復旧し、子供達が自然の
中でお米づくりを経験していると伺いました。

　私にも二人の子供がおりますが、そのような経験を通じて
氏神様の存在を感じ、感謝の気持ちを忘れず、日本の伝統
文化を継承していけるように育って欲しいと願っております。
　まだ、右も左もわかりませんが、皆様ご鞭撻の程、どうぞよろ
しくお願いします。

　　　下鴨神社青年会　会員　石川 純子　

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

（７）

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



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

ご挨拶

上 村 修 三

　いつもお世話になっております上賀茂神社青年会の上
村です。
　当会も発会六年目を迎え、会員も当初の二倍近くに増
えており行事も充実してきております。
　会の現状としては、三勅祭の一つ『賀茂祭』の行列所
役奉仕や雑踏警備、境内清掃の奉仕をはじめ、全国各

地の神社参拝を目的とした研修旅行や会員相互の親睦
を図るため、境内を流れる川にて会員家族も交えてホタル
の観賞会、お正月の物品販売（みたらし団子、石焼き芋
等）などを本当に皆が和気あいあいと楽しみながら開催し
ています。
　今後の活動としては発足当初からの目標でもある地域
と神社の親密な繋がりが築ける様に地域の方が毎年６月
に楽しみにされているホタルの育成環境の整備やホタル
の放流等を行い、この活動を通じて実際の環境を調べ、
勉強することにより、鎮守の杜と地域の環境保全の意識
を喚起することを重点目標としています。
　最後になりましたが、これからも上賀茂神社、青年会、
氏青の発展に努力していく所存ですので、今後とも御指
導と御鞭撻を宜しくお願いいたします。

上賀茂神社青年会
会　長

（８）

「葵使」
　上賀茂神社青年会の事業の一つに「葵使」奉仕があ
ります。
　「葵使」とは、江戸時代に境内に自生する葵を駿府城・
江戸城まで運び、德川幕府に献上した使者のことです。
德川家康の命により、慶長１５年（1610）に初めて駿府城
に葵が献上され、以後、大政奉還（1867）にいたるまで続
きました。京都所司代から発行される通行証を携帯する
ことで、道中の安全が保障され、関所はフリーパス、宿場

では大名行列と同等の待遇を得たといわれています。
　その「葵使」が平成１９年に葵プロジェクトによって、約
140年ぶりに復活をしました。現在では、三月の最終日曜
日に上賀茂神社で神事が行われ、４月の「静岡まつり」に
合わせ静岡へ届けられています。
　上賀茂神社青年会もこの趣旨に賛同し三年前から参
加しており、所役の奉仕をしています。

賀茂別雷神社　権禰宜　有島 昌延　


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

