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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　杉本　寿一

◇会長就任のご挨拶
　この度、京都府氏子青年連合会前会長西田勉氏の後任
として第２７代会長職を拝命致しました上賀茂神社青年会
杉本寿一でございます。
　平成２５年におきましては、第６２回神宮式年遷宮。本年
度は両賀茂社の式年遷宮の年でもあり、賀茂御祖神社では
４月２７日正遷宮４月２８日奉幣祭とご奉仕させていただき、賀
茂別雷神社１０月１５日正遷宮１０月１６日奉幣祭とご奉仕さ
せていただく予定をしております。この記念すべき年に名誉
ある会長職に仰せ付かることができることは身に余る光栄な
ことと感謝申し上げます。
　上賀茂神社青年会は平成２１年８月に発足し６年目を迎
えました。私が上賀茂神社青年会を作りたいと思ったきっか
けは、私自身小学校の時には、上賀茂神社境内を毎日通っ
ておりましたが、私の住む柊野地区は、賀茂別雷大神様が
御降臨された神山のふもとにあり人口も増え、柊野小学校が
開校しました。世界文化遺産でもあります上賀茂神社が近く
にあるのにもかかわらず、核家族化が進む昨今、地域の小
学生にとって遠い神社になってきて寂しい思いをしてきたの
も一つの理由でした。
　神社の境内や参道は、子どもたちが走り回りたくさんの親
子での声で活気づき、そのお子さんが大人になった時にまた
子どもさんを連れ、神社にも関心を持ってもらい神社の歴史
や由来に触れ、自然の大切さも学び、後世につないでいって
もらいたいと願っております。

　京都府神社庁長田中恆清庁長様
　上賀茂神社田中安比呂宮司様は
じめとする各単位会所属の崇敬神社
宮司様神職の皆様、また各種関係諸
団体の皆様方には一層のご理解とご
協力を宜しくお願い致します。
　最後になりましたが、微力ではござ
いますが任期中一所懸命務めさせて
いただく所存でございます。氏青会員
の皆々様には何かと御迷惑おかけす
るとは思いますがお力添えご協力の
程お願い致します。

＜活動方針スローガン　「縁・絆」＞
　私の好きな言葉「縁」ご縁を大切に歴代会長様が目標と
されている一単位会でも増やし、一人でも多くの氏青会員が
増えていくことはもとより、年間の活動でのヤチマタキャンペ
ーン・神社清掃奉仕・氏子青年の集い・神宮新穀献米等々
たくさんの行事をこなしていく中、交流と親睦を深め、氏神様
崇敬神社様のお祭りや行事にさいしましてご奉仕等をしてい
ただき神社の発展に寄与し、何より氏青会員一人一人が楽
しいと思えるような各単位会にしていただく事により、京都府
氏子青年連合会の「絆」も益々育まれ、更に邁進できること
を願っております。

＜ 退 任 の ご 挨 拶 ＞

　この度、任期を終え会長を退任させて頂く事になりました。
　就任中は府連執行部、各単位会会長、会員の皆様にご協力頂き、府連の行事、各種団体の活動にも大変多
くのご活動を終えることができ感謝しております。特に前会長 小松 隆志様には相談役として様 な々場面において
ご助言頂き、不慣れな私をサポート下さいありがたく思っております。
　さて、会長就任中は色々な行事に参加させて頂いた事、そして色々な方とお話しをする機会もありまして、全て
が私にとりまして初めてのことで大変良い経験となりました。
　なかでも、今年の正月に各単位会の活動を見学させて頂く事が出来たのは、良い思い出です。正月は各単位
会において年間の活動でも、特別な思いで活動されているでしょうが、役員会での報告で伺う事と、実際に拝見
するのでは違うと思いました。また、青年会員だけでなく、境内の雰囲気も違います。そのような様子を役員会で、単

位会の方と一緒にお話しが出来、皆自分の所属する神社のために一生懸命活動されている姿は、大変勉強になり良い経験です。
　また昨年の夏に台風の影響により、京都府北部で豪雨による災害が発生しました。特に福知山市は2年連続で災害に見舞われと言う
痛ましい事態になりました。京都府神社庁の関係団体である我々が出来ることは、各単位会のお祭りや行事において、参拝者へ募金活
動を行う事と思い、急な私の申出にも拘わらず会員の皆様には、大変ご協力を頂き多くの募金を集める結果に繋がりました。
　これらのように一単位会だけでは出来ない多くの活動がこの府連には存在します。七単位会が集まることによって活動は大きく、そして
内容も濃くなることをすごく感じることが出来ました。
　そして、次期会長には杉本 寿一 様にご就任頂きます。杉本 寿一 様は平成21年に上賀茂神社青年会が発足された際、初代会長に
就任され、発会のご準備から現在の青年会の基礎を築き上げられた素晴らしいお力をお持ちの方です。また、青年会以外にも福祉団体
や消防団など沢山の活動をされており、経験豊かで神社関係の方も良く知っておられますが、何よりも人望の大変厚い方です。会長として
府連の運営、まとめ役をなされご活躍頂ける適任の方です。
　今後は杉本会長がなされる活動に全面的に協力させて頂き、会の発展に努めたいと思います。
　最後になりましたが、就任中は神社関係の皆様を始め、府連会員の皆様には大変お世話になりました。特に役員始め、会員の皆様に
はご理解やご協力をして頂きましたこと、茲に改めて御礼申し上げ挨拶とさせて頂きます。

京都府氏子青年連合会　直前会長　西田　勉　



　このたび西村長次郎前会長の後任として、下鴨神社青
年会の第５代会長を拝命いたしました西野でございます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
　下鴨神社では、本年が第３４回式年遷宮の正遷宮の年
でございます。その大変大きな節目の年に、当会歴代会長
が築いてこられた伝統を受け継ぐ大任を仰せつかり、誠に
心の引き締まる思いです。私自身、当会には発足以来席を
置かせて貰っておりますが、これまではただついていくだけ
の活動しかしてまいりませんでした。そんな私ではあります
が、これからは当会の皆さんの先頭に立って引っ張って行
ける会長になるべく、精進、努力してまいりたいと思っておりま
す。
　京都府連の各単位会の皆様にも、ご迷惑をお掛けするこ
ともあろうかと思いますが、何卒ご指導ご鞭撻いただきますよ

う、宜しくお願い申しあげます。
　さて、当会も発足して１３年目を迎え、ようやく会員数も７０
名余りにまでなりましたが、会員の高齢化や各々の家庭の事
情などにより、古くからの会員の中には常時活動することが
難しくなってきている者も増えてまいりました。ただ幸いなこと
に、近年は若い方の入会も着実に増えてきており、パワーの
減少をなんとか埋めてもらっています。今期は、さらに若い会
員に積極的に参加してもらえるよう、行事や企画に工夫をし
て、より活性化を図ってまいりたいと思っております。
　昨年度は、下鴨神社の年中行事に加えて、式年遷宮を
迎えるに当たっての、お白石持ち行事や、４回にわたる奉祝
パレ－ドが斎行されるなど、大変忙しい１年でした。正遷宮に
つきましては無事終わりましたが、式年遷宮関連の行事はま
たまだ続きます。本年度も昨年以上に、青年会として下鴨神
社のご期待に副えるよう、そして神社行事を通して地域社
会へ貢献できるよう、当会一同、一致団結し活動していく所
存です。

下鴨神社青年会
会　長

西　野 　　了

会長就任のご挨拶

退任にあたり
　本年４月２７日の下鴨神社第３４回
式年遷宮遷座祭をもちまして、３年に
亘る当会会長の職を全うさせていた
だきました。
　在任中の、仮遷宮、創立１０周年
記念イベント、最優秀氏子青年会表

彰、式年遷宮奉祝の４回の提灯行列、そして正遷宮、
等々。何れをとりましても、当会にとって、そして会長たる私
にとって、大変な事業ばかりでございました。
　ただ幸いにも私には、当会の役員各位が、ことあるごと
にしっかりとサポート体制をとってくれました。誠に心強い
限りで、この重儀の重なる期間にも拘らず、お蔭さまで何と
か大過なく会長を務めさせていただくことができました。
　本誌の前号でも紹介させていただきましたが、身内の
危篤が伝えられる中でもヤチマタキャラバンカーのハンド
ルを握ってくれた仲間、また目立たない神饌田の管理を、
親御さんを看ながら黙 と々担当してくれた仲間。先の当会
会長で、前府連会長の小松さんにおきましては、内に外
に、陰に日向に、言い尽くせない後ろ盾を頂戴しました。
　この３年間、常に感謝を忘れるなと自分に言い聞かせ、

私なりに精一杯歩んで参りましたが、わが人生において、
間違いなく一番の充実した期間になったと思っておりま
す。
　良き友、良き仲間との出会い。下鴨神社の青年会員で
本当に良かったと、今改めて痛感している次第です。
　既に西野了氏に会長のバトンを渡しました。第５代会長
として、彼のカラー、キャラクターで、先導し、当会に更なる
発展をもたらしてもらえると確信しております。
　京都府連の皆様、これまでにも増して、当会、並びに西
野会長を、どうぞ宜しくお願い申しあげます。
　３年間本当にありがとうございました、そしてこれからも
宜しくお願いいたします。

下鴨神社青年会　前会長　西村 長次郎

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

（２）

登　録　商　標

本店／下鴨神社バス停上ル、加茂みたらし茶屋
電話（075）781ー1460・791ー1652

５月２４日、神饌田の御田植祭

３月２１日、式年遷宮奉祝第３回提灯行列



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

最近の上賀茂神社青年会

上 村 修 三

　みなさん、こんにちは。会長の上村修三です。

 最近の上賀茂神社青年会について報告させて頂きます。

当会は発足して六年目を終えようとしています。発会当初に

比べると様々な事業が増えてきました。特に今年度と来年

度は第１７期指定氏子青年会として、６月に上賀茂神社の

境内を流れる「ならの小川」を乱舞するホタルの育成に力

を入れています。ただ、当青年会の誰一人ホタルに詳しい

人は居らず、初年度はホタルの知識を得る為に勉強会を

開くこととなり、（財）日本自然保護協会NPO法人自然観察

指導員京都連絡会の小吹氏にお願いして３月２２日（日）

午前１０時より上賀茂神社会議室及び現地の川にて指導

して頂きました。小福氏によると上賀茂神社の川はホタルが

育つ環境は概ね整っているが、餌となるカワニナが少ない

との事で、このカワニナを育成する事がホタルの増加の鍵

であることが分かり、来年度のホタル育成事業の柱となる

予定です。

　また、３月２９日に上賀茂神社で、４月４日には静岡で葵

使の行列奉仕に参加しました。前々回の「氏青京都」で紹

介させて頂きましたが「葵使」というのは、上賀茂神社の境

内に自生している二葉葵を德川家康の命により江戸幕府

に献上する使者の事で、慶長１５年（１６１０）から大政奉

還（１８６７）まで続きました。今年は家康公４００年祭の年で

前日の３日に家康公を祀る久能山東照宮に正式参拝し、

夜は静岡商工会議所の方 と々懇親会に参加しました。４日

は駿府城で行われる「静岡まつり」に行列奉仕し、松田悟

志さんが扮する大御所徳川家康公に葵を献上しました。

　その他にも、４月１２日に賀茂曲水宴に会員子息息女が

童子童女の奉仕を。賀茂祭には火長役に青年会会員４名

が、その４名の息女が女人列に奉仕し、今年の賀茂祭の

行列には当青年会会員の親子４組が奉仕しました。

　そして、６月１４日には念願だった御田植行事が開催され

る事となり、これからも、上賀茂神社を盛り上げていくために

様々な事業を考案していきたいと思っていますので、ご指

導とご協力をお願いします。

上賀茂神社青年会
会　長

（３）



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

（４）

ご 挨 拶
　私は本年度、友人からお誘いを
受け、長岡天満宮氏子青年会に
入会させて頂きました、谷川聡と申
します。私は長岡京市で生まれ育
ち、会社も同市で営業させて頂い

ており、生まれてから現在に至りますまでこの地域に
お世話になってまいりました。
　長岡天満宮には、個人的には新年の初詣でや、
お宮参り、七五三や、乙訓青年会議所のまちづくり
事業や乙訓文化少年団事業等で大変お世話にな
っていました。また、歴史や由緒があり、結婚式も行
われていて、市民にとって無くてはならない長岡天満
宮の氏子青年会にお誘い頂いた事を光栄に思い
入会させて頂きました。
　先日行われました春の観光まつりでのお神酒とキ
リシマツツジの苗木販売に初めて参加しましたが、

知識も無く要領も得ず先輩方にご迷惑をかけしまし
たが、教えて頂きながら奉仕致しました。まだ右も左も
分かりませんが、先輩方を見習い、行事等での奉仕
活動を通して、少しでも長岡天満宮や皆様やまちの
役に立ち、自分自身も人間として成長出来たらと考え
ています。　長岡天満宮 氏子青年会　谷川　聡

ご 挨 拶
　私は昨年度入会させて頂きまし
た厚東聖一と申します。生まれた
時からずっと長岡京市で育ち、現
在も地元の長岡京市の自宅敷地
内で行政書やマンション管理士な
どの事務所を置いて仕事をしてお

ります。
　私が長岡天満宮氏子会青年部に入るきっかけと
なったのは、他に所属しております乙訓青年会議所
の先輩に声をかけて頂いた事です。私は長岡天満
宮の氏子ではなかったのですが、もっと地元のため
に何かやりたいと考えていたので入会する決意を致
しました。入会してから間もなく夏の天神まつりに始ま
り、初詣、節分、春の観光まつりのご奉仕に携わらせ
て頂きました。中でも節分の豆まきでは鬼役を通して
今まで経験した事がない程の豆をあてられる経験を
させて頂きました。長岡天満宮は歴史があって長岡

京市の中心に位置している事から、市民にとってなく
てはならない心の拠り所となっております。
　私はその歴史と由緒ある長岡天満宮の氏子青
年会の一員として、今までの伝統はしっかりと引き継
いだ上で、新しい事にも挑戦して地元の活性化に貢
献して参りたく存じます。

長岡天満宮 氏子青年会　厚木　聖一　



石清水八幡宮青年会
会 長

図 師 具 徳

　この度、石清水八幡宮青年会 会長をさせて頂くことにな
りました 図師具徳と申します。
　石清水八幡宮青年会に入会させていただき、はや１０年
が経ち、会長という重責を担う事となりました。不慣れではご
ざいますが何卒よろしくお願い致します。
　石清水八幡宮青年会は本年で４７年目を迎え、５０周年
の大舞台も目前となりました。我々はこの節目に向け一丸と
なり半世紀に亘り活動してきた意味を改めて理解し、次の
半世紀に向けて石清水八幡宮と共にさらに発展する為に
活動していきたいと思います。
　私達の人生において石清水八幡宮青年会に在籍する
のはほんの数年だけではありますが、その数年が非常に大

きな影響力を持っています。我々はふとした奇縁で様々な
職業や、多彩な性格の仲間と出会いました。仕事も異なれ
ば生活の環境も違う仲間ではございますが、石清水八幡
宮を通じてこの街の為にと、青年会という旗の元に集い、友
情を分かち合い、切磋琢磨しながら一度同じ方向に向か
い進んだ時、その力は計り知れないものと成ります。この団
結力をもって大きな歯車は回転し、どんな事にも挑戦し乗り
越えていける力こそ青年会の魅力であると感じています。
　今期のスローガンは『築こう仲間、深めよう友情』といたし
ました。人生の中で人の和というものが一番大切という思い
からこのスローガンとさせて頂きました。石清水八幡宮青年
会に在籍している事に誇りを持ち続けられたらと思います。
その為に我々はそれが持てる活動をして行かなくてはなり
ません。泣き・笑いその幾多の苦悩を共にして邁進してきた
皆と進む先に憂いはありません。
　この諸先輩方が築き上げた長く続く石清水八幡宮青年
会の歴史に恥じる事の無いよう活動し、５０周年へ繋げる
大きな弾みとする為にも、最高の仲間と共に前進して行き
たいと思います。
　皆様にはご助力ご鞭撻のほどお願いする事と思います
が、よろしくお願いします。

鬼やらい神事
　私が好きな行事に「鬼やらい神事」があります。
　神事の前日に、ショッピングセンターに宣揚しに行くので
すが、ショッピングセンター内をうねり歩く赤鬼、青鬼の姿は
なかなかの風景です。
　鬼やらい神事当日は青年会会員の名演技の見せ所で
す。太鼓の音と共に参道に鬼が登場し、「オッー」「ワー」と
雄叫びをあげ、小さな子供達を号泣させていきます。普段
そんな事をしたら引っ叩かれますがこの日だけは、お父さ
ん、お母さんもニコニコ顏で笑ってます。
　泣いている子供達その傍らに笑ってる親がいる、そこに
家族の温かみを感じます。
　鬼達の続きですが、境内に入り舞台上に待ち構える人
たちに合図と共に襲いかかります。
　金棒を折るぐらいの屈強な鬼達ですが、投げられた豆に
当たるとバタバタとなぎ倒され、中には大きく転倒する鬼もい
ます。そして、しばらくしたらあきらめて参道を帰っていきま
す。
　鬼役は非常にたいへんですが、鬼やらい含めた様々な
行事を未来へ受け継いでいきたいと思っております。　　

石清水八幡宮青年会　松浦

『築こう仲間、
　　　　深めよう友情』

（５）

造園緑地・環境石材・貼石・積石・外柵・車庫・庭改修
設計・施工・管理

〒614-8038 京都府八幡市八幡園内15番地
ＴＥＬ（０７５）９８１－４００８㈹
ＦＡＸ（０７５）９８１－０１８５　
H.P http.//uedazouen.com
Mail mail@uedazouen.com

京都府八幡市八幡双栗１０ノ１ オクセビル１Ｆ
ＴＥＬ（０７５）９８１－２３２３㈹
ＦＡＸ（０７５）９８１－６５６０番

オクセ株式会社
建築・土木資材販売



　この度、御霊神社氏子青年会会長を拝命致しまし
た北村直史と申します。
　あと４年で創立５０周年を迎える歴史ある青年会の
会長という大役を仰せつかり、諸先輩方が築き上げて
こられた伝統を汚さぬよう努力して参る所存でございま
す。何卒御指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げま
す。
　お恥ずかしい話ですが、御霊祭を知ったのも御霊神
社の場所をしったのも１０年前でした。仕事関係の先
輩に誘われ小山郷の神輿を担がせていただいたこと

がきっかけでした。その２年後、以前より大変お世話に
なっておりました片岡さんよりご縁を頂戴し御霊神社氏
子青年会に入会させていただきました。
　御霊神社の節分祭、子ども神輿や御霊祭、また京
都府連の行事、全国の行事は静岡大会（平成２２年）
が全国大会初参加でした。どれも新鮮で楽しい行事
ばかりでした。本当に楽しい思い出ばかりです。それは
なぜかと考えましたら、「仲間が素晴らしい！」その一言
だと思います。仲間と言っても先輩です。１５歳以上も
年上の方もいらっしゃいますが皆が紳士的で素晴らし
い。楽しい仲間です。しかし、いつか世代交代をせねば
なりません。新しく入ってこられた会員の方々が口々に
仲間が素晴らしいと言える会になるよう、皆が積極的に
活動し、笑顔の絶えない逞しい会にしていきたいと思っ
ております
　よろしくお願い申し上げます。

北 村 直 史

御霊神社氏子青年会
会　長

ご　挨　拶

　今年から御霊神社氏子青年会
に入会させて頂きました有田と申し
ます。私には子どもが3人おり（それも
全て男）、お宮参り・七五三ともに御
霊神社にお世話になりました。また、
子ども神輿に参加したこともあり、御
霊神社は馴染み深かったのです

が、氏子青年会にはなぜか入っていませんでした（決
して敬遠していたわけではありません）。いざ入ってみ
ると、元々知っている方も多かったためか、以前からい
るような雰囲気で行事に参加させて頂いています。
　５月１８日の御霊祭には、若干の緊張感を持って参
加してまいりました。とりあえず神社集合ということで、気
合の入った人達がごった返す境内に、白い装束に足
のサイズがあわず健康サンダル調の草履という出で立
ちで、訳も分からず突っ立っておりました。笛を渡され、
どうやら行列の安全確保と交通整理が私の仕事のよ
うです。

　いざ始まってみると神輿だけでなく、武者に八乙女、
牛や馬も入り混じっての大行列は爽快です。また、北は
玄以通りまで練り歩くので、葵祭とはいかないまでもか
なりの規模です。途中、ワープした青年会のメンバーも
いたようですが、ここは根が真面目な私はきっちり歩きき
りました。所々で地域の方々にマラソンのエイドステー
ションのように飲み物を振舞っていただけるのもうれし
かったです。ありがとうございました。
　一番の盛り上がりは御所の参拝です。あまりに迫力
ある神輿担ぎに御所の壁が破壊されないか、交通整
理の私としては冷や冷やしましたが、慣れたるもので方
向転換も鮮やかに決まりました。次に出町枡形商店街
での神輿です。細い商店街を３基の神輿が通り抜ける
様は圧巻です。長時間の祭のうえに健康サンダル草
履のおかけで、正直くたびれて、境内を後にしました
が、まだまだ盛り上がりを魅せる皆さんのパワーをまざま
ざと見せ付けられ、驚愕の一日となりました。

御霊神社氏子青年会　有田 耕介

（６）

有田税理士事務所
相続・事業承継でお困りの方

〒602-0902 京都市上京区武者小路通烏丸西入梅屋町 486
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北村善染工所
帯地・金襴の糸染め
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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



　こんにちは、松尾大社氏子青年会の中島大輔です。
　会長に就任してより早４年目を迎えますが、この松尾大
社氏子青年会が発展するよう新たな気持ちで頑張ってま
いりますので、会員・賛助会員の皆様のご支援・ご協力を宜
しくお願いいたします。
　さて、当会は 神幸・還幸両祭の奉仕から始まり、９月の八
朔祭夜店・子供絵ちょうちん・子供神輿、１１月の七五三奉
仕、更に毎月のフリーマーケット「亀の市」開催など大変多
くの活動を行っております。
　この活動は会員・賛助会員の方 と々協力して、時には経
験からくる助言などを頂きながら、それを活力にしています。
　ただ、ここ数年来の課題となっていることは、会員が少な
く様々な活動を展開することが会員だけでは難しいことで
す。
　そこで今年は特にここに重点を置き取り組んで行きたい
と思っております。

　会員増強案として、神社の勉強会や奉仕の基本である
松尾山にある磐座（いわくら）までの登拝、参道の清掃作
業をする内容などを企画できたらと考えます。神社の歴史
を学び、神社に携わる活動を年齢や職業を問わずして目標
へ一緒に進むことが出来る機会はそんなに多く無いと思い
ます。行事が増えると負担が多くなりますが、その分人脈や
考え方が広がり、人間としての成長にも繋がると思います
し、十人十色様々な考え方があって当然です。そんな場面
を経験し、自分なりに答えが生まれ成長するのではないでし
ょうか。
　私はこの青年会に入る前は、神社は古くからの固いイメ
ージがありましたが、入会するとそれはなく、青年会皆和気
藹 と々活動していますので、興味のある方は是非お問い合
せ下さい！

神社の取り持つ“ご縁”に感謝
　皆様こんにちは。松尾大社氏子青
年会副会長を仰せつかっている上野
文男です。平素は連合会所属の各単
位会の皆様には当神社及び青年会
の神事や活動に多大なお力添えを賜
り衷心より厚く御礼申し上げます。

　私は青年会の正会員として活動を始め、６年の月日が
流れました。私自身まだまだ力不足で神職様や青年会の
諸先輩方には日々、多くのご指導を受け続けている身で
ございます。
　思い起こせば私がまだ小学生だった頃、巷ではＴＶゲ
ーム機が世間に出回り始めたばかりで、友達との遊び場
と言えば近隣の嵐山東公園か松尾大社でした。春には
神幸祭に還幸祭、夏の終わりには八朔祭と今も思い出が
尽きません。

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

　３０年近い月日が流れ、今度は私がその祭事や行事の
運営に携わるとは思いもよりませんでした。私自身、様々な
巡り合わせがあって氏子青年会に入会し、また他の神社
の青年会の皆様とも公私共に様々なお付き合いをさせて
頂き、充実した活動に従事することができ感謝しておりま
す。
　この様な日々 を送る中で一番に感じることはやはり“ご縁”
です。
　ただしご縁の中でも良縁もあれば悪縁もございます。
　私自身これからもできる限り神社の神事や祭事にご奉
仕させて頂き、また氏子青年会活動を通じて皆々様と共
に“良き縁”に恵まれます様に日々精進していきたく、これか
らもしっかりと心に感謝の気持ちを留め置かさせて頂けれ
ばと強く思っております。

松尾大社(まつのおたいしゃ)　
氏子青年会　副会長　上野　文男　

（７）



◆岩屋神社氏子青年会　近況報告　
　当社の青年会は創立４２年の歴史を有し、神社の諸行事
に多大なる貢献を頂いておりましたが、近年は新入会員が居
らず会員も減少する一方の寂しい状況が続き、いよいよ単独
での活動が困難となってまいりました。
　そもそもアピール不足である事も含めてその原因は種々考
えられますが、人間関係の煩わしさや一昔前のやや強制的な
イメージが現代の若者に敬遠される根本的な要因ではないか
と思われます。
　しかしこうした青年会の衰退とは反対に、岩屋太鼓の会を
はじめとして神輿舁きの提案や椥辻子供太鼓でもお世話にな
っている勧修おやじの会（椥辻南部町内会有志）など、各々
明確な目的を持って積極的に神社にご協力下さっている方々
もいらっしゃいます。
　この現状を踏まえ、今年３月の臨時会議において宮司より一
つの打開案が提示され、青年会並びに関係者一同の賛同を
得ました。その内容は、青年会の従来の枠組みを廃し、現会
員を含めた神社に関連する既存の組織や地域の団体に広く
お声がけをして、行事毎にボランティアを募り、この緩やかな集
まりをもって青年会活動を継続する事。また活動自体も神社に
とって重要な祭典である春祭と秋祭に特化し（秋祭は夫々の
活動を優先）、その都度適宜案内の上、都合のつく方に気軽

に参加して頂こうというものです。
一見組織の体を成さない苦肉の策に思われるかもしれません
が、活動の継続を最重要課題としつつ、時代に即した青年会
の在り方を模索する第一段階と捉えてこの結論に至りました。
　先ずは多くの方々に集まって頂ける環境作りが肝要です。
伝統行事の継承は元より地域の活性化には若者の存在が不
可欠ですし、次世代を担う人材の育成の場といった観点から
も青年会への期待はこれまで以上に大きくなるものと思いま
す。我々神社側も地元への貢献を希望する人々の受け皿、地
域おこしの核としての神社の存在にも着目して頂ける様、働き
かけてまいりたいと思います。
　暫くは試行錯誤の活動となりますので、府連の皆様には何
かとご迷惑をお掛けする事もあるかとは存じますが、当会の状
況にご理解を頂き、今後ともより一層のご指導ご助言を賜りま
す様、宜しくお願い申し上げます。
◆春祭活動報告
　４月２９日に行われました春祭は初夏を思わせる陽気となり、
お参りの方もご奉仕する側も例年以上に多くお陰様で大盛況
でした。露店も今迄にない売れ行きで、みたらし団子や焼き鳥
などは早々に売り切れ、皆様にご迷惑をお掛けしてしまった程
です。祭典終了後には総代会・青年会関係者・太鼓の会の皆
様で直会を行い、すき焼きを囲みながら和気藹 と々した時間を
過ごしました。
　尚、今回は上記の通り、新たな形態での始めての奉仕活動
となりましたが、神社の呼びかけに答えて沢山の方々がご参
集下さり、また遠方にも拘らず松尾大社氏子青年会の西田様
と中島様、下鴨神社青年会の西村様がご助勢に駆けつけて
下さるなど、神社に集う者同志の親睦を深める貴重な一時と
なりました。
　この書面をお借り致しまして、ご奉仕ご協力頂きました全て
の皆様に厚く御礼を申し上げる次第でございます。

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

岩屋こども園アカンパニ
岩屋神社 氏子青年会

（８）
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