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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

◇新年ご挨拶
　明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い
します。皆様におかれましては、良い年をお迎えのことと
拝察致します。
　さて、昨年６月の総会で、前会長小松隆志様から会
長の職を引継ぎ、当初は歴代の会長様にご迷惑をお掛
けしないよう、会員の皆様を惑わせてはいけないと言い
聞かせて参りました。
　しかし、それでも色 と々失敗ばかり致しまして、就任当
初は大変落ち込む事も有りましたが、歴代会長様や会
員の皆様からご指導やご協力のもとで何とか半年が過
ぎ、今やっと少し会長職の方向が見えて来たと感じてお
ります。
　これも偏に皆様が温かく見守って頂いた成果でも有
ると思っております。
　半年の活動としては、昨年７月１９日の徳島で開催さ
れた全国大会が私の会長として最初の活動となりまし
た。この全国大会まで前会長小松隆志様でご準備を取
り仕切り、上賀茂神社青年会の会員の方が添乗員の代
役を行って頂きましたので、無事に終了することができ感
謝しております。
　次に、私の活動方針の一つでもある「氏青の絆」単
位会の垣根を越えて活動を行うですが、昨年は長岡天
満宮青年会様主催の夏祭りの準備や当日売店のお手
伝い行いましたが、大変多くの会員皆様のお力で予定
時間より早く終了することができ、宮司様からもお礼のお
言葉を頂いたところです。
　その後も松尾大社氏子青年会の子供神輿おねりな

どのお手伝いなど、参加者からは
「府連の報告事項で聞くのと実際
参加をするのでは、また違うし勉強
に成りました」と聞いて、やって良か
ったと思いました。
　また、京都では２年連続の自然
災害が発生しましたが、北部で発
生した水害に対しまして、募金活
動を災害発生から１週間後からさ
せて頂きました。
　各単位会でもお祭りなどで募金活動を行って頂きまし
たが、京都府で活動する奉仕団体としての成果に繋が
ったと思っております。
　他に松尾大社での清掃奉仕活動では、松尾大社の
裏山、松尾山の山道の川を清掃致しました。足元が悪
い中で重労働の清掃となりましたが事故もなく終了し、氏
青の集いでは岩屋神社氏子青年会様主幹で開催致し
ましたきボーリング大会では、往年のボーリング世代対若
手世代の白熱した戦いで、大変盛り上がりました。岩屋
神社氏子青年会皆様ありがとうございました。
　そして、個人的にではありますが、各単位会の活動を
生で見たいとの思いから、下鴨神社青年会の穂抜き祭
や御霊神社青年会の護摩焚き神事に寄せてさせて頂
きました今後は就任１年目の折り返し地点として前半の
反省や見直しを行いながら、今からでも出来る事を考え
ながら会の代表として前向きに一歩ずつではございます
が頑張って行きますので、これからもご理解ご支援のほ
ど宜しくお願いします。

京都府氏子青年連合会

会長　西田　勉
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新年のご挨拶

上 村 修 三

　皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もど

うぞ宜しくお願いいたします。

　昨年はお蔭さまで上賀茂神社青年会発足５周年とい

う記念すべき年であり、ようやく当青年会も地に足が着い

て来たと言う感じがします。

　また全国大会において指定氏子青年会に認定して

いただき、ますます責任と期待の大きさを痛感していると

ころです。

　さて今年は上賀茂神社の式年遷宮が執り行われる

特に大切な年でもあります。

　この特別記念する年に青年会として御奉仕出来る喜

びを感じ、会員一同一丸となって各行事に真摯に取り

組んで参りたいと思っております。

　今後共、各単位会の皆様には引き続き御指導御支

援賜りますようお願い申し上げ新年のご挨拶と致します。

上賀茂神社青年会
会　長

「私の京都・葵祭」
　去る平成２６年５月１５日（木）、幸運にも、上賀茂神社青
年会会員として、葵祭の行列に参列する機会を得ることが
出来ました。
　私は、昨年の８月、勤務先の転勤辞令により京都へ移住
し、京都における生活がスタートしました。義理の兄の薦めも
あり、同年８月に開催されました「上賀茂神社青年会総会」
に参加、入会させて頂く運びとなりました。
　京都は、私が４年間大学生活を過ごした思い出の地で
あり、大好きな街でもあります。また、私の母校京都産業大
学在学中には、過去長らく、「葵祭行列保存会」の役員を
お勤めになられた、所　功教授より、日本の歴史・文化につ
いて直接ご教授を賜る機会にも恵まれました。更に、4年間
在籍しました体育会ゴルフ部では、関係者の皆さまのご厚
意により、「京都ゴルフ倶楽部」にて、毎週プレーをさせて頂
くなど、葵祭ならびに上賀茂神社には、本当に不思議な縁
を感じております。
　今回、私は、火長という検非違使庁の下級役人の役割
を仰せつかりました。その火長は、京都御所より進発し、下
鴨神社そして上賀茂神社へと進む路頭の儀と両神社の神
前で行われる社頭の儀において、その行列の警護を行う
役割です。
　祭典当日の朝、京都御所内にて、衣装係の方のお力を
お借りし、約３０分掛けて着替えを済ませました。火長の服
飾である、衫に白袴を着て、細纓の冠に緌を懸け、剣を佩き
胡籙を負い弓箭を持ちます。このあたりから少しずつ緊張
感が高まってきました。その後、進発にあたり、猪熊会長よ

り、開会のご挨拶がございましたが、「日本に数多く祭が存
在する中で、この御所よりスタートする祭は、この葵祭ただ一
つです。」とのお言葉が大変印象的で更に緊張感が高まり
ました。
　行列は、建礼門の前から出発し、堺町御門から丸太町
通に出て下鴨神社に向かいます。通りには大勢の見物の
方々がご覧になっておられ、特に、外国人観光客の姿が目
を引きました。外国人の方々にも日本の伝統文化に興味を
持って頂ける事は、大変喜ばしい事だと感じました。
　下鴨神社では、楼門前にて、社頭の儀に参列される方々
のお出迎えを行い、その後、約１時間半、祭儀終了まで警
護（実際は、椅子に座って待機ですが）を行います。上賀茂
神社においても、二の鳥居前で下鴨神社同様に約２時間
に及ぶ警護を行い、私は役割を終えました。
　当日は、下鴨神社から上賀茂神社に向かう途中、雨が
本降りとなるあいにくのお天気ではありましたが、今回、この
ような歴史ある祭礼に関わる事が出来ましたのは、本当に
幸運としか言いようがありません。
　今後も上賀茂神社青年会の一員として、日本の歴史・文
化を後世に継承出来るよう、微力ではありますが、ご奉仕に
勤めて参りたいと考えております。
　最後に、今回、この文章を作成するにあたり、京都産業
大学　名誉教授　所　功先生がご執筆され、本年刊行
されました、「京都の三大祭」（角川ソフィア文庫）を参考に
させて頂きました。この場をお借りし、御礼を申し上げます。

上賀茂神社青年会　岡村 文博　
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　当青年会は京都府連の中でも最も早くできた青年会の
一つで、３０年あまりにわたって活動をしてまいりました。近年
核家族化や、仕事の変化、社会情勢の変化等で活動に参
加できる方が減少しておりますが、何とか工夫して会員を集
め、地域の人達に楽しんでもらえる夏祭や、甘酒接待、春の
観光祭でのキリシマ苗木販売等を続けております。
　最近テレビのニュースでは連日殺人事件、種々の少年犯
罪を伝えております。また子供達の多くは塾や各種習い事に
通っており遊びといえば一人多くても数人で家でテレビゲー
ムやカードゲームという子が多いと聞きます。我々の子供の

頃は近くの公園や神社の広場、稲刈り後の田んぼで走り回
ったり、木に登ったりして自然の中で遊び、たまにはイタズラを
して大人に怒られたりしながら、人間関係、自然との接し方を
知らず知らずのうちに学んできました。今の時代を１００％否
定するわけではありませんが、もう少し子供達に生き生きとし
た、余裕のある生き方をしていってもらいたいものです。
　周りが都会化していく中、鎮守の森は信仰の場で有り、地
域の方の憩いの場、心を落ち着かせる場、体をリフレッシュ
出来る場であります。
　幸いにも当長岡天満宮は街中に有りながら豊かな鎮守
の森に囲まれ、広い境内を持った素晴らしい環境にありま
す。このような中で地域の青年達が集まり、少ない会員数で
なかなか新しいことをしていくのは難しいですが、他の青年
会の活動、新入会員の獲得活動も参考にして、事務局、青
年会員一体になって活動を続け、地域の方々子供達に親
しまれ又気軽に神社に足を運んでもらい、自然の大切さを学
んでもらう場を提供する事が、長い目で見れば心を豊かにし
自然を大切にする心を育て、これが神を信仰する気持ちを
持つ事につながるものだと思っております。

氏子青年活動への
　　　　　夢・期待

長岡天満宮青年会
会　長

和 田　隆

本格木造注文住宅 エアコン洗浄・ハウスクリーニング・空室/共用部清掃

代表　和　田　　隆
京都市伏見区羽束師菱川町585-12
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－９５－８８４１

おそうじ本舗 伏見桃山店
新築・リフォーム・耐震診断・耐震リフォーム

代表取締役　三 宅　尚 嗣
〒617-0831　京都府長岡京市一里塚 ２－1０
ＴＥＬ（０７５）955－1234　FAX（０７５）９５２－１４３１

株式会社 三宅工務店
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石清水八幡宮青年会
会 長

松 浦 　 誠

　新年明けましておめでとうございます。
皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。
　さて、「一年の計は元旦にあり」とは言いますものの有
言不実行が近年は続いておる状況でございます。その
中で実行できている計画の１つに「息子（家族）との地
域活動参加」というのがあります。先日の松尾大社様で

の清掃奉仕に参加させていただいたり（遊び半分以上
で０.１人前も清掃できていませんが）、御田植祭に参加
（泥遊びがメインになっている気がしますが）、伊勢神宮
の神宮新穀献米奉納参拝参加させていただいたり（旅
行気分になっていますが）と、会員の皆様の多大なる愛
情と御理解をいただき、本年も活動に参加させて頂きた
いと思っております。
　本年も様々な行事がございますが、会員の皆様が協
力しあい楽しく活動できるよう尽力していく所存でござい
ます。
　本年も引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申
し上げます。

第28回やわた提灯夏祭り
　７月１３日、日曜日に２８回目を迎えるやわた提灯夏祭り
を、石清水八幡宮の摂社であり、旧八幡町の氏神社で
もある高良神社で開催致しました。
　やわた提灯夏祭りで点灯される提灯は、高良社の本
殿、拝殿周りに大小約４００個配置致しました。その灯り
がともされると、それぞれの提灯に込められた１つ１つの
願いが煌めき、参道にて行われる太鼓祭り宮入りの掛け
声や神輿が揺れる爽快な様を幻想的な雰囲気に映し
出しました。
　やわた提灯夏祭り当日は小雨が降り注いでおりました
が、たくさんの子どもたち、地域の方々に射撃、ストラック
アウト、輪投げ、ビンゴ大会、じゃんけん大会に御参加頂
き、提灯の点灯式後、高良社を参拝して頂きました。地
元の氏神様である高良神社や石清水八幡宮をより身
近なもの、先人が繋いだ歴史のあるものと感じられるイ
ベントとして皆様に喜んで頂けたかと思います。
　石清水八幡宮青年会に入会させて頂いて初めての
大役でありましたが、石清水八幡宮青年会の皆様に尽
力を頂き、無事に御奉仕を終える事が出来ました。本当
にありがとうございました。今後とも、石清水八幡宮青年
会の一員として、御指導と御鞭撻を宜しくお願い致しま
す。　　　　　　　　石清水八幡宮青年会　植村

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〟

（４）

新年のご挨拶



　１１月１８日、御霊神社ではお火焚き祭が斎行される。
　２年前、当会が幹事を務めさせていただいた「氏青の集
い」の折には多くの氏青京都の皆様にもご参列いただいた
ことは記憶に新しい。
　お火焚き祭は五穀豊穣に感謝するとともに無病息災を
祈る祭りとして、京都府下の多くの神社で斎行されており、
御霊神社もそうであるが、新嘗祭と一体の祭りとして行わ
れていることが多く、神社のみならず寺に於いても護摩供
養として同様に仏事が行われている。
　そのような中でも御霊神社のお火焚き祭はとりわけ有名
で、三島由紀夫後期の小説『豊穣の海』四部作の『春の
雪』の中にも以下のような引用が見られる。

　『今日は御所では「お火たき」や』、と門跡が言はれたの
で、一老が、かつて御所勤めのころに見聞きしたその宮中
行事の、火を高く焚いた火鉢を中央にして、命婦がとなへる
呪文を覚えてゐて、まねて見せた。〈中略〉『焚ァき、焚ァき、
お火焚きのう、御霊どんのう、お火焚きのう、蜜柑、饅頭、欲
しやのう、、、』そして火に投じた蜜柑や饅頭が程よく焼けた
のを主上へと奉るのだが、、、」
　このくだりを読んで三島由紀夫の日本の文化・習俗への
造詣の深さに驚くと同時に、身近な御霊神社が不朽の名
作に登場していることに何やら誇らしげな気持ちになったも
のである。
　我 も々ご奉仕の後に、作中に出てくる蜜柑と饅頭、それ
からおこしを頂戴して帰る。
　火焚き串で組み上げられた火床から勢いよく上がる炎と
煙を前にして大祓の祝詞を唱和させていただいていると、
日常生活の悩みや苛立ちがすぅっと祓い清められたように
清 し々い気分になれた。
　このような貴重な体験をさせていただけるのも氏青の活
動をしているからこそであり、これからもより一層頑張らなけ
ればと思った次第である。

増 田 信 弘

御霊神社氏子青年会
会　長

お火焚き祭

　この度、御霊神社氏子青年会に入
会させて頂きました安平です。
　私のお得意先の社長が御霊神社
氏子青年会で活動されており、以前よ
り時々お話は聞いていました。
　それと私は結婚式に花嫁が着る衣
裳（白無垢、色打掛etc）の製造メー
カーを営んでおり、近年の「和婚ブー

ム」で神前結婚式も多くなったと業界で耳にする中、以前よ
り婚礼でのロケーションに使われる神社に少し興味を持っ
ておりました。
　私は、これまで京都に住んでいながら神社の氏子会に
属した事が無く、神社を様々な形で支援、協力する団体と
理解しておりましたが具体的には何をされているのか？全く
知らないまま、入会のお誘いのご縁もあって入会前に青年
会の皆さんとの会合に参加させて頂いた後の今年２月に
入会をさせて頂きました。
　その後、５月１８日に開催された還幸祭が私の御霊神社
氏子青年会としての初の参加となりました。御神輿や牛
車、様々な時代衣装をまとった行列などなど。たくさんの人
達で作られている、ものすごく規模の大きいお祭りだと初め
て知りました。

　途中、京都御所内で御神輿が一同になった時の壮観な
風景が印象的です。
　年間の氏子青年会の活動をみると、一年を通じてお祭り
やイベントなど沢山の行事があります。
　御霊神社の為、そして地域の方の為、これから御霊神
社氏子青年会の皆様と一緒に出来る限り積極的に活動を
させて頂きたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。
　　　　　　　　　　御霊神社氏子青年会　安平

西大津耳鼻咽喉科 織匠  やすひら
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

安　平　知　史
〒６０６-０８６３  京都市左京区下鴨東本町２５ ワールドダックビル２F

TEL 075-748-1870  FAX 075-748-1875
 http://www.yasuhira.net/

婚礼衣裳　製造卸　（打掛・白無垢 etc）
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道祖神社、お供えの様子

御
火
焚
祭
の
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子

　皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願
い致します。
　私は会長に就任させて頂きましてから早２期３年目となります
が、いつも色々な方からご理解ご協力を頂きながら活動しており、
改めて御礼申し上げるところです。
　さて、松尾大社氏子青年会では毎年９月に松尾大社で行われ
る八朔祭の子供神輿を奉仕しておりますが、お蔭さまで近年は参
加する子供も増え、会員だけでは運営が非常に厳しい状態でし
た。賛助会員の方々にもお手伝いをお願いして行っておりました
が、昨年はその賛助会員の事情もあり、毎年３基出す神輿を１基
減らして２基で行う事も検討致しましたが、毎年楽しみにしてくれ

ている沢山の子供達を思うと、１基でも減ることは気持ちが半減し
てしまうのではと思い大変心苦しく思っておりました。
　そこで今年は、府連が単位会の枠を超えて活動をされていま
すので、当会会員でもあります府連会長の西田さんに相談して、
府連の方々にご協力を頂きまして、例年通り３基の子供神輿を出
す事が出来ました。大変有難く、子供達の笑顔を見ますと嬉しか
ったです。実際、参加頂いた府連の方々からは「普段の活動報
告を聞くだけで分からない事が体験出来て良かった」とお声を頂
き、府連の絆を感じました。
　また、府連が毎年行っております神社の清掃奉仕を松尾大社
で行って頂きました。
　松尾大社の裏山である松尾山は夏の大雨で川にたくさんの土
砂や枯れ木が堆積しており、神職の方も定期的に清掃に入られ
ているとは伺っておりましたが、人出の必要な清掃作業でもあり、
今回その清掃奉仕をさせて頂きました。急な斜面で足元が悪い
中、大きな石や木をバケツリレーのように全員で運び出し、およそ１
時間半の清掃となりましたが見違えるほど綺麗になり、熱い志を
持った仲間の力は大きいと改めて思いました。
　以上のように、昨年は府連の方 と々一緒に活動する機会を多く
頂きましたが、今年は府連会長西田さんと松尾大社氏子青年会
の新入会員増員に向け、特に頑張って行かなければなりません。
多くの同志に入会頂くよう積極的に働きかけていく気持ちですの
で、本年もご理解ご協力のほど宜しくお願いします。

唐橋道祖神社の御火焚祭について
　爽やかな秋晴れの１１月１６日、唐橋学区では秋の風物詩「道
祖神社の御火焚祭」が例年と変わらず執り行われました。「御火
焚祭（おひたきさい）」とは秋の収穫感謝の新嘗祭（にいなめさ
い）の一種で江戸時代より京都を中心に行われてきた神事で厄
除け等の諸々の願い事を護摩木（ごまぎ）または火焚串（ひたきぐ
し）に書き神前にて焚き上げ、その清らかな火の霊力によって日常
の罪やけがれを祓い、身心を清めるものだと聞かされました。願い
事を書いた護摩木を焚き上げることで願いが叶うとされています。
　午前八時 世話役が道祖神社に集まり、唐橋学区の皆さんより
奉納された護摩木を火床に並べていきます。同時にミカン・饅頭・
おこし等の御供えの準備をします。神前にはこの御供えとは別に
赤飯座による特殊神饌の御供えも行われます。
　午前十時 松尾大社より神職がお越しになり御火焚祭が厳か
に執り行われます。
　昨年度より典儀（司会進行係）を仰せつかりましたが、まだまだ
慣れぬ故での進行をさせていただきました。斎主の玉串奉奠の
後、参列者の方にも玉串奉奠をしていただきます。総代の赤飯座
会、唐橋自治連合会々長、中島たくや京都市議、大宮会顧問、大
宮社青年会長、大宮会々長の順で行っていただきました。当日は
七五三まいり・交通安全祈願のご祈祷も行われています。
　しかしながら、ここ数年は七五三のお参りが殆どなく淋しい限り
でしたが、今年は８名の方のお参りがありました。折角の機会だか
ら玉串奉奠をしていただいてはどうかという提案がありましたの

新年挨拶

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

まつのお

で、皆さんお一人お一人玉串をしてお参りしていただきました。
　後日ですが「（玉串奉奠）なかなかさせてもらえない経験をし
て、子どもは大変満足でした」とお聞きし嬉しい限りです。
　七五三の祭典が済むと神前に並べられた護摩木に火が入り
ます。炎が立ち上るのを見計らい、大人も子どもも参列者は全員、
大祓詞を神職と一緒に読み上げ、お祈りをしました。
　昔からこの残り火で焼いたミカンを食べると「ひと冬、風邪を引
かない」、「痛風に効く」と言われてきました。
　京都の御火焚祭では「ミカン」「火焔宝珠の焼印を押した御火
焚饅頭」「その年の新米で作った三角形のおこし」が供えられ、
参列者に配られます。
　今年も無事に御火焚祭を相納めました。

松尾大社(まつのおたいしゃ)　
氏子青年会　林　篤司　
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◆椥辻こども太鼓の会　
　あけましておめでとうございます。本年も当会へのより一
層のご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
　まずは昨年１１月２３日に当会主管にて行われました氏青
のつどいに、多数のご参加を頂きました事、ここに厚く御礼
申し上げます。何分にも当社周辺にはお見せ出来る程の
観光名所も乏しく、正式参拝後、ボーリング大会と懇親会
のみの簡素な催しとなりましたが、かえってその打ち解けた
雰囲気に皆様も楽しんで頂けていたと伺い、ホッとしておる
所でございます。
　さて、今回は “椥辻こども太鼓の会”をご紹介致します。
椥辻こども太鼓の会は勧修おやじの会の方 （々椥辻南部
町内会）の子弟を募って昨年の秋祭に発足されました。勧
修おやじの会は「わが子の父親から地域のおやじへ」をス
ローガンに積極的な地域活動を行っている団体で、史跡の
清掃奉仕や町内の地蔵祠の整備を行うなど地域文化の
継承にも貢献されており、目標の一つに当社の神輿舁（か）
き復活を掲げて下さっております。神輿渡御を何十年とトラ
ックに頼っている当社にとって一度途絶えた神輿舁(か)きを
復活させるのは容易な事ではありません。そこで希薄になり
つつある地域と神社の関係を再構築するきっかけとして、
地域の子供達による太鼓の会の創設を提案したところ、快
くご賛同を頂きました。
　この“こども太鼓”は年に一度の大神様の御出ましをもっ
とゆっくりと、そして巡幸先の所々で賑わいをもってお迎えし
て欲しいとの宮司の思いを具現化したもので、幼少期から
和太鼓演奏を通じて祭の意義や楽しさを知ってもらい、将
来の祭礼奉仕の担い手となってもらう事を意図したもので
す。そもそも秋祭でのこども太鼓奉奏の試みは平成２２年
から大宅中学校・花山中学校の生徒さんによって実施さ
れ、学校関係者や保護者の方々のご理解もあって恒例化

しております。今回は特定地域の多様な年齢層の子供達
を募っての初めての事例となり、その指導は岩屋太鼓の
会・青年会のメンバーが担当しました。昨今の子供達は学
習塾やお稽古事で忙しく、集まる機会を設ける事が至難の
業。練習は都合６回しかなく少々間に合うか気懸りでした
が、親子ぐるみで毎回休む事無く熱心に練習する様子に
は感心させられました。
　一昨年の秋祭は雨天で巡幸中止となっただけに、関係
者一同並々ならぬ意気込みで迎えた秋祭当日は、皆の思
いが通じたかの如く快晴となり、椥辻こども太鼓は椥辻お
旅所と椥辻南部駐輦所の２ヶ所で奉奏され、その息の合
った溌剌とした演奏に観客も大いに感動し、お祭り気分もよ
り一層盛り上がりました。子供達も練習の成果を披露し、祭
を通して地域の連帯を肌で感じる事が出来たと見え、皆一
様に充実した笑顔が見受けられました。今後もこのこども太
鼓が町内の伝統として根付き、受け継がれて行く事、そし
てこの取り組みが他の地区にも波及していく事を期待した
いところです。
　また勧修おやじの会の皆様には沢山の活動がある中、
神社の諸行事にもお力添えを頂き、頭の下がる思いが致し
ます。青年会自体の活動が縮小低迷している現在、これか
らは既存の枠組みを超えて地域の様々な団体との連携を
模索していく必要を感じます。神輿舁（か）き復活の様な一
大目標は氏子意識の再生には恰好の起爆剤となります。
実現までには長い時間と幾多の困難が予想されますが、
“こども太鼓”をはじめとした地道な試みを積み重ね、着実に
機運が高まる事を願ってやみません。
　祭は神事であるとともに地域文化を守り伝える結束力の
象徴といえます。共同体意識を確認しあえる祭を行っていく
事が、結果的に地域の活性化にもつながると思っておりま
す。　　　　　　　　　岩屋神社氏子青年会事務局　

〒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。
　当会にとりまして、昨年は大変な一年でございました。
下鴨神社では式年遷宮の正遷宮が本年４月２７日に執り行われま
すことから、その前年ということで遷宮奉賛の諸行事が数多くあり
ました。
　中でも、当会にとりましては、奉祝のプレパレード（提灯行列）の企
画と実行の中核として、その２回を無事に終えることができたのは、
まことに幸いでしたが、すべて異なる巡行路や時間帯を企画して
いますうちのまだ半分であり、本年も引き続き４月の正遷宮までの後
半２回も成功させようと、当会では今その動員に奔走しているところ
でございます。今年もはや、昨年以上に多忙な年になることと覚悟
を決めております。
　さて、私自身、会長に就任して以来、さまざまな行事がございまし
た。仮遷宮、青年会創立１０周年とその記念イベント、全国氏青協
の最優秀氏子青年会受賞、先のプレパレード。
　これら種々の行事に対するバックアップ体制は、当会の誇る力だ
と信じております。

　とりわけ、先代の当会会長の小松さんには、終始、会の外のこと
も内のことも、陰日向なく支えてもらいました。また、昨春のヤチマタキ
ャラバンでは、ご兄弟の危篤が伝えられる中もハンドルを握ってくれ
た仲間がおりました。神饌田の耕作長として、親御さんを看ながら
管理を全うしてくれた仲間もおりました。そんな会員一人ひとりの熱
い思いを胸に、ともに行動できましたこと、この上もなくありがたく思っ
ております。
　「感謝を忘れるな、感謝を忘れるな」会長就任以来、常に自分に
言い聞かせて、はや３年の月日が経とうとしております。
　当会では、幸い既に次期会長も決まり、後は正遷宮に向け、一
同気持ちを一にして、猛進してまいる所存です。
　どうぞ、今年も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

青年会と正遷宮

第３４回式年遷宮
　いよいよ、下鴨神社の
第３４回式年遷宮が間近
に迫ってまいりました。
　式年遷宮とは、定められた年限にご社殿を新しくし、神さまにお
遷りいただく神事で、下鴨神社では最も重要な祭儀であり、これま
で２１年ごとに行われてきました。
　下鴨神社の式年遷宮の制度は平安時代に始まります。長元９
年（１０３６年）に宣旨（天皇のご命令）を賜り、それから２０年後の
天喜４年（１０５６年）に第１回目の式年遷宮が行われました。以後、
中世の戦乱などにより遅滞することもありましたが、約千年にわたり
その重儀が斎行されてまいりました。来る本年４月２７日には第３４
回目となる式年遷宮の正遷宮が行われます。

　下鴨神社青年会ではこれまで、この第３４回式年遷宮の祭儀に
深く関わらせていただきました。一昨年の仮遷宮においては、本殿
に納められたご神宝を仮殿まで遷す、神宝所役というお役を青年
会会員でご奉仕させていただきましたし、その後様々に行われてき
ました奉祝事業におきましても、率先して事業遂行の中核として活
動してまいりました。
　本年は、いよいよ式年遷宮正遷宮の年です。青年会におきまし
ては、全員一丸となり、これまで以上に式年遷宮を盛り上げ、支えて
いく所存です。
　仮遷宮と同様、正遷宮当日も大役を担うことになります。この神
社にとって最も重要な祭儀に奉仕できる喜びを実感しながら、貴重
な経験を次の世代にしっかり引き継いでいけるよう、全力で取り組ま
せていただきたいと思っております。

下鴨神社青年会 神社事務局　

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

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
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