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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

◇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
ととお喜び申し上げます。
　旧年中は「氏子青年連合会」の活動にご理解ご協力を
賜り、誠にありがとうございました。お陰を持ちまして会長に
就任しはや半年の月日を無事迎えることができました。
私も新しい年を迎え神様にお供えし、この一年の五穀豊穣
と家族の健康をお祈りし、改めて昔からの暮らしの良さや
伝統を見直し、新しい年を迎えるにあたり、心新たに感謝し
たいと思います。
　昨今の社会状勢をみておりますと、私たち氏青連として、
「家族」「歴史」「伝統」「文化」「自然」などを見直す時期
に来ていると思うのです。次の世代に、百年先千年先の命
まで、我々が育ってきた自然環境や歴史の文化をきちんと
受け継いでいくためにも各崇敬神社の氏子青年会として
いま求められているように思います。
　昨年は下鴨神社・上賀茂神社の式年遷宮の年に当た
り、両賀茂社の２１年前に続き正遷宮奉幣祭とご奉仕させ
ていただく年に、京都府氏子青年連合会の会長職にご推
挙していただいたことを何よりの名誉と感謝の気持ちでい
っぱいです。

　その遷宮の年に、下鴨神社主管
での「氏子青年の集い」たくさんのご
参加いただき、新木宮司様の講演、
境内の案内など企画満載の時間を
過ごさせていただきました。
　毎年の氏青連での清掃奉仕、あ
いにくの雨となりましたが、上賀茂神
社「庁屋」の清掃、たくさんのご奉仕
者により、大変きれいにしていただき
ありがとうございました。
　下鴨神社・上賀茂神社と正遷宮
を無事終了し、綺麗に修復されましたご本殿に正式参拝さ
せていただくことができ、神様のご加護と感謝の念でいっぱ
いです。
　今年7月9・10日に長崎県氏子青年連合会主管での
第54回定期大会が開催されますが、京都氏青連も多数名
参加を願って、成功のもと大会が行われます事を祈念して
おります。
　最後になりますが京都府氏子青年連合会の益々の飛
躍発展にさいしまして、これからも各単位会会長様はじめ、
各会員皆々様のご協力をこれからも宜しくお願い致します。

平成27年度氏子青年の集い
　昨年１１月３日（火・祝日）、平成２７年度氏子青年の集いが、４０
名のご参加をいただき、秋晴れの下鴨神社にて、下鴨神社青年
会（西野了会長）主幹で行われました。
　当日は１４時の受付終了後、杉本会長より挨拶があり、その後
直会殿にて下鴨神社宮司新木直人様に「下鴨神社について」
のご講演をいただき、終了後境内で記念撮影をし、その後本殿に
て正式参拝をさせていただきました。
　そして下鴨神社の清水禰宜様よりご説明を受けつつ、下鴨神
社境内の案内、三井神社舞殿での十二単衣の着付けと王朝舞
の拝観、神様の台所である大炊殿の見学をさせていただきまし
た。最後に参集殿にて方丈記の浄書をさせていただき行事が滞
りなく終了しました。
　その後、場所を北山のレストラン・ドゥ・シュウに移し、親睦会が盛
大に行なわれました。

平成27年度神社清掃奉仕
　昨年11月14日（土）午後２時より上賀茂神社にて行われました。
　当日は生憎の雨となってしまいましたが、１４時から安井権禰宜
様により正式参拝と境内の案内をして頂きました。天候は雨でし
たので外の掃除は出来ませんでしたが、重要文化財の庁屋内部
の清掃をさせて頂きました。庁屋は昔、社務所として使われており
ました。また、別名「北神饌所」と呼ばれ、神饌を調理した場所で
もあり、すぐ横には、奈良神社という食物を司る神様をお祀りする
神社もあります。現在は、５月５日の競馬会神事をはじめとする、祭
典や催し物会場として使われており、また、祭典の諸道具を保管
している場所でもあります。今回は、諸道具の整理と床などの清掃
を行い、無事に神社清掃という目的を達成できました。



下鴨神社青年会
会　長

西　野 　　了

賀茂御祖神社の式年遷宮
　当神社の御遷宮は、社記によると、
崇神天皇七年、西暦前九十年が最
初の記録です。以来、今回は５９回目
の御造替となります。式年の制度にな
ったのは、平安時代の長元九年（１０
３６）四月十三日、後一条天皇が国家
の大事として宣旨を下されたのが初
めです。２０年後の天喜四年（１０５
６）を、第１回とし斎行されて、今回が

第３４回となります。
　御遷宮の斎行は、大事業ですから昭和３６年に、賀茂御祖
神社式年遷宮奉賛会を設立し現在まで第３２回（昭和４８
年）。第３３回（平成６年）の支援を受けて進めてまいりました。
　今回は、国宝、重要文化財の社殿５５棟、重要社殿３０棟の
修造と御神宝４３６点の補修。境内、國指定史跡３万６千坪の
環境整備が事業です。
　去る平成１９年から、本格的に事業の推進を始めました。途
中、世界的な経済界、金融界等の恐慌や不況に加え東日本
の大災害、毎年のように繰り返された自然災害に遭遇し、多難

を極めたにもかかわらず一部事業の変更にとどまり、理解ある
ご清援により計画通り進める事ができました。感謝申し上げま
す。
　今回は、平成２４年６月２７日から、仮殿石拾神事、奉祝提
灯行列など、数々の奉祝行事を市民や崇敬者の参加もとに
始めました。下鴨神社青年会は、そのつど参加者のお世話を
奉仕しました。
　平成２７年３月４日には、天皇陛下から御内帑金が御下賜
され、また皇族方、旧宮家からも祭粢料が御下賜されました。
　４月２７日の浄闇、勅使御参向のもとに、御遷座之儀。翌日、
勅使御参向・御奉幣之儀。同日、勅使の饗膳之儀がとどこうり
なく斎行になりました。
　更に、その翌日から、市民や御遷宮協賛者など、新殿へ昇
殿参拝、御垣内へ御白石持神事など奉祝行事が催され、こ
のときも青年会のメンバーがお世話に参加しました。
　平成２８年４月２７日、後一年大祭にて、御遷宮の祭事は、
すべて御奉仕し記念事業は、鴨社資料館・秀穂舎塾の開館
を待つばかりです。

賀茂御祖神社宮司　新木　直人

新年のご挨拶
　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
申し上げます。
　昨年は下鴨神社の第３４回式
年遷宮の年であり、４月２７日に正
遷宮を迎えるに当たって、全４回
の奉祝パレ－ドのうち後半２回が
行われ、当会もこれに参加しまし
た。そして、正遷宮での遷座祭、
奉幣祭では、生涯経験の出来な
い様な重要な諸役に、多くの会
員が参加させて頂きました。この

事はご奉仕させていただいた者にとって生涯忘れる事の
出来ない１ページとなりました。
　その遷宮のほかにも、心に残る取り組みが多くありまし
た。昨夏は例年になく長期にわたった御手洗祭りでした
が、多くの会員の参加があり想定以上の活動ができまし
た。また６月２１日には上賀茂神社青年会様と合同で下鴨
上賀茂両社の式年遷宮を祝う奉祝提灯パレ－ドを行いま
した。初めての試みでしたが、これにより、両社青年会は、
より交流を深められたと思います。
　１１月３日の京都府氏子青年連合会の集いでは、当会
が主幹という事で、新木宮司様、担当神職様、小松府連
顧問様のご指導と、会員の協力のもと、何とか無事終える
ことが出来ました。当日は多くのご参加をいただき、ありが

とうございました。
　近年当会では、ホームページ等を見て入会したいとい
う若い方が増えてきています。もちろんようやく形になりつ
つある当会の伝統は継承しつつも、新しいことや仕組みも
積極的に取り入れ、より下鴨神社に頼りにされる青年会と
なれるよう、全会員一致団結して取り組んでまいる所存で
す。
　今後とも、各単位会の
皆様には引き続きご指導
ご鞭撻をお願い申し上
げ、新年のご挨拶と致し
ます。

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
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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



上賀茂神社青年会
会　長

新　庄　　明

第42回式年遷宮を終えて
　皆様、明けましておめでとうご
ざいます。約千年前、後一条天
皇は21年毎、式年遷宮の制度
を賀茂社に御定めになられ、上
賀茂神社では、昨年、正遷宮
祭が10月15日（木）午後8時よ
り、天皇陛下のお供え物を神様
に奉る奉幣祭が10月16日（金）

午前10時より、勅使・羽倉掌典様のご差遣を仰ぎ無事斎行致
しました。地元や近隣地域はもとより、様々な方々のご協力賜り
ました事、誠にありがたく、衷心より御礼申し上げます。
　また、当神社青年会の方々にも受付や車や人の誘導等お
手伝い頂きました。中でも一部の方には装束を着けて、天皇陛
下のお供え物である御幣物が入った唐櫃の担ぎ手や、勅使
の前後に付き従う前駆役・後駆役、庭燎を焚く所役を奉仕頂
き、より身近にまつりを感じて頂けたものと存じます。
　さて、式年遷宮とは定期的に社殿を新たにし、新殿に神様
を御遷しする儀式であることはご存知と思いますが、その根底
にある日本人の心というものを考えた事はあるでしょうか。

　これを機に私が思う日本人の心を知って頂けたらと思いま
す。それは、一に我々日本人の生活の基本を為す「敬神崇
祖」。即ち神様を敬い祖先を崇める生き方、二に鎌倉時代に
編纂された武家の法律書である『御成敗式目』の第一条に定
められた「神社を修理して祭りを大切にすること」。つまり、神は
敬う事によって霊験があらたかになる、であるから神社を修理
してお祭りを厳粛に行う事が大切である、又供物は絶やさず
昔からの祭りや風習もおろそかにしてはならないという戒め、三
に松尾芭蕉の残した言葉の「不易流行」という、やり方・方法
は時代と共に変われども、物事の本筋・根本は絶対に変えて
はならないという考え方であります。
　式年遷宮とはこの三つの事柄を具現するものであり、やり方
こそ変化しても基本の21年毎に社殿等を改め清浄を保ち神
を敬い厳粛に祭りを行う、この繰り返しこそが日本文化の継承・
我が国の安寧に繋がると言えるのです。どうか皆様には、今後
も不変で伝えていかねばならない心をご理解頂き、これからの
氏子青年会の奉仕活動へ生かして頂けたら幸いに存じます。

賀茂別雷神社宮司　田中 安比呂

新任のご挨拶
　あけましておめでとうございま
す。旧年中は何かとお世話になり
ありがとうございました。どうぞ本年
も宜しくお願い申し上げます。
　昨年８月の上賀茂神社青年会
総会におきまして歴代会長様、役
員様の推薦を受け、４代目会長を
拝任させていただいております新
庄明です。上賀茂神社青年会も
７年目に入り、私も発足の時から
事業委員、事業委員長をさせて

いただき、やっと各神事、お祭り及び各行事等の活動内容
が分かってきた所です。まだまだ不慣れではありますが、皆
様のご指導、ご助言を頂きながら、そして本会の会員様の
ご協力を賜りながら、楽しく活動していきたいと考えておりま
す。
　さて、昨年上賀茂神社は第４２回式年遷宮を迎え、１０月
１５日正遷宮、１０月１６日に奉幣祭を夫々育行致しました。
この記念の時に青年会活動ができます事を大変喜ばしく
思っております。又、会員相互の親睦を深める研修旅行や
節分祭、水祭り、ホタル観賞の夕べ、全国大会への参加、
静岡まつりへの参加等、他にも活動はたくさん御座います
が、中でも賀茂祭（葵祭）は、当神社様及び日本の代表的

なお祭りであり、本会の会員子息も行列ご奉仕、当神社警
備、販売事業等、地域の発展に少なからず寄与すべく活
動しております。又、年末年始社頭でのご奉仕も、上賀茂
神社青年会会員各位の参加をいただき、本会最大のご奉
仕となっております。これからも上賀茂神社青年会の活動
を会員全員で盛り上げていこうと思っております。
　最後になりますが、京都
府氏子青年連合会、関係
各位のご健勝、ご多幸を祈
念申し上げ、新年のご挨拶
に代えさせていただきます。

建築左官工事請負

〒603-8802 京都市北区西賀茂上庄田町 5-36　　TEL.493-8747　FAX.493-8748

新 庄 左 官 店
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　新年明けましておめでとうございます。昨年度に引き続き
長岡天満宮青年会の会長を務めさせて頂きます、和田隆と
申します。新年にあたり、倍旧の意欲を持ち決意新たに氏子
青年会の活動にとりくむ所存です。皆様には一層のご支援
とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　新しく迎えた2016年が世界中の人々にとって平和で安寧
の一年となるよう祈念致します。
　思い返せば、2015年も天災・人災ともに災害の多い年とな
りました。地球環境の悪化に伴う異常気象が引き起こす大
雨や土砂災害、火山の噴火、地震、何より恐ろしいのは無差

別に罪のない人 を々突然襲うテロが、世界中で起きているこ
とです。今まで平和で安全だと言われてきた私たちの国、日
本も例外ではなく標的とされていると言われています。このよ
うな、不安の多い時代だからこそ、「祈り」の力が発揮される
のではないでしょうか。氏子青年会の連携を密にし、活動を
活発化させることにより、信仰の重要さを世の人々に伝えて
いければ本当に素晴らしいと考えています。皆様、一致団結
協力して、よりよい一年として参りましょう。どうぞ宜しくお願い
申し上げます。

４月　下旬　　「キリシマツツジ」の苗木販売
５月～６月　　　総会
８月２５日　　「長岡天満宮夏祭り」開催
１０月２５日　「奉納相撲」奉仕
年末年始　　　　甘酒接待
２月３日　　　「節分祭」鬼役奉仕
２月　　　　　　新年会

新 年 の ご 挨 拶

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

（４）



石清水八幡宮青年会
会 長

図 師 具 徳

　この度、平成27年10月16日の文化審議会において国宝
の指定についての審議が行われ、石清水八幡宮本社10
棟に、国宝指定の答申がなされました。
　このことは、八幡造の本殿形式の中でも現存最古かつ
最大規模であるという、その稀少性や歴史的価値だけに
止まらず、織田信長の社殿修復、豊臣秀吉の廻廊再興、
豊臣秀頼の境内再興、そして徳川家光の大造替など、名
だたる天下人を始め多くの人々の祈りが大切に守られ、伝
統文化が受け継がれてきたことの証であり、その価値が認
められたことを大変嬉しく思います。
　また石清水八幡宮の鎮座する私たちの町、八幡市には
数多くの素晴らしい観光名所や文化財、歴史的建造物が
あります。しかしながら現在、国宝指定を受けている文化財

は一つもありませんでした。今回の石清水八幡宮本殿の国
宝指定は、八幡市にとりましても初めての国宝誕生であり、
市全体を挙げて奉祝事業に取り組んでいくべき出来事だ
と思っています。既に私たち青年会会員も、他団体と連携
して奉祝事業を準備しています。
　このような歴史、伝統を持つ石清水八幡宮の青年会会
員であるという事に誇りを持ち、仲間と共に一致団結し、積
極的に氏子青年会活動に邁進していきたいと思いますの
で、今後ともご指導ご協力よろしくお願いします。

第29回高良社祭献灯事業　やわた提灯夏まつりを振
り返って
　石清水八幡宮の摂社であり旧八幡町の氏社でもある高
良神社で７月１２日に第２９回やわた提灯夏まつりを開催致
しました。
本当に沢山のお子さん、親御さんが参加してくれました。
　射的、スカイクロス、ストラックアウト、ポップコーン、かき氷、
昔の遊び体験コーナーの各コーナーを設置し、全体のイベ
ントとしてジャグリング、マジック、高良神社、石清水八幡宮
に関するクイズ大会、ビンゴ大会を行いました。子供たちが
一生懸命に楽しんでいる姿を見て良かったなと思います。
　その後の点灯式では、地域の方々にご献灯いただきまし
た大小約４００個の提灯に明かりを灯すと幻想的な雰囲気
になり感動しました。
　点灯式が済むと、一週間の間、夜間に提灯を点灯し続
けます。
　その週の終わりの１８、１９日に行われた高良神社の例祭
である高良社祭は、八幡に夏を告げる祭りとして地元では
「太鼓まつり」の名で知られています。１９日にはそれぞれの
町内を巡行していた各神輿が高良神社に一堂に集まり、

提灯の前で迫力ある宮入り奉納が行われました。
　この提灯夏まつりを通じて、地域の子供たちに地元の氏
社である高良神社や石清水八幡宮をより身近に感じ、知っ
てもらう事が出来たのではないかと思います。今年は献灯
運営委員長として関わらせていただきましたが、今後も一
会員としてやわた提灯夏まつりに関わっていきたいと思いま
す。
　最後になりましたがこの事業は準備から片付けまで約３
ヶ月を要し、今年は提灯夜警の期間中に台風が通過した
為、提灯などを事前に撤収、再度設置したりと大変な事も
ありましたが、青年会・事務局の皆様のご尽力で無事に終
える事が出来ました。感謝申し上げます。本当にありがとう
ございました。

石清水八幡宮青年会　家村 誠一

『祝　石清水八幡宮
　　　　　　　国宝へ』
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　皆様いつもお世話になっております。御霊神社氏子青
年会の北村直史です。
　この度、８月の全国氏子青年協議会石川大会の総会
におきまして全国理事という大役を仰せつかり、まだまだ
未熟ではございますが精一杯頑張る所存でございます。
皆様何卒よろしくお願い申し上げます。
　会長に就任し、あっという間の８ヶ月でした。４月の総
会、５月の御霊祭、夏の行事のラヂオ体操に写生大会と
京都府連の行事、また私事ですが、８月に待望の第一子
男の子が誕生し公私ともに大変充実した日々を過ごして
おります。
　青年会内で新たな行事等は開催できてはおりませんが

今までの既存の行事に少し変化をつけコツコツとご奉仕
をさせて頂いております。８月の写生大会においては、御
霊祭以外では見ることのできない御車を境内に展示し、
子供達や今年は保護者の方にも描いてもらいました。
　次年度総会までに研修会が出来ればと考えておりま
す。また御霊神社の毎年恒例の伊勢神宮の初詣バスツ
アーも大変楽しみです。

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
入会させていただきました小谷泰正と
申します。幼少期より御霊神社の氏子
地域で生まれ育ち、現在ではこの地
域で親の代から続く染色業を営んで
おります。今回中学時代の友人で氏
子青年会の現会長である北村氏の
誘いを受け、入会させていただくしだ

いとなりました。
　5月に開催される御霊祭では、私の会社の前を神輿が
通り過ぎるのを初夏の風物詩として毎年楽しみに拝見し
ておりました。また普段“御霊さん”と呼ばせていただいて
おります神社は幼い頃より初詣や私の子供のお宮参りな
ど何かと馴染みのある神社でした。今回、氏子青年会に
お誘いいただいたことは何かしら私にとっての御縁と思っ
ております。
　今後、氏子青年会の皆様、諸先輩方との活動を通して
自分自身何か成長出来ればと思っております。微力では
ございますが、精一杯頑張る所存でございますので、皆
様宜しくお願い致します。

御霊神社氏子青年会　小谷 泰正
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　新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願
いいたします。
　当青年会の最大の行事として昨年９月に行われた八朔
祭です。その時に飾られるのが子供絵提灯です。その諸
準備として作業をします。子供たちの夏の思い出・風景が
あって、どの作品も表現力があって、個性的な絵があって、
一人一人の見方・感じ方があって、子供たちの想像力があ
って驚かされました。審査をした方 も々大変感動されまし
た。その後青年会の皆さんで、絵提灯の作成に取り掛かり
ました。一日かけて作成しました。

　八朔祭の前夜祭として、夕方から群太鼓、神結びブライ
ダルショウ江州音頭盆踊りが行われました。青年会としては
売店（ビール・ラムネ）を販売していました。群太鼓が始まっ
た頃に子供から大人まで幅広い方々が来られ、盆踊りの頃
には、たくさんの人たちが訪れました。売店の売り上げが良
く、夜遅くまで盛り上がって、神社・青年会として大変良かっ
たです。
　八朔祭当日は、朝からやまぶき会の女神輿が巡行されま
した。女たちの活気があって参拝者も盛り上がってました。
昼から子供神輿を行う予定でしたが、雨が降って中止にな
りました。親子連れの方々が残念がっていました。今年は子
供神輿が開催されることを願いたいです。夕方になって、女
神輿が返ってきました。雨の中でも、参拝者が盛り上がって
いまいた。
　この祭りを通じて、地域の方々に気軽に神社に運んでも
らい、自然の大切さを学んでもらう場を提供することが自然
の大切さを心に育て、これが神を信仰する気持ちを持つこ
とに繋がることだと思います。

氏子青年会活動を経て歴史と伝統を繋ぐ
　新年、あけましておめでとうございま
す。本年度もよろしくお願い致します。
　今年で私も松尾大社氏子青年会
の会員として六年目の初春を迎える
事が出来ました。私自身、遅まきながら
も神社や府連の様々な活動に戸惑う

ことなく従事できるようになりました。これも各諸先輩方の
温かいご指導のお蔭と思っております。また最近、ようやく
氏子青年活動の意義を少しずつではありますが理解でき
るようになりました。
　以前は日々、神社から依頼される様々な神事や行事の

新年挨拶

松尾大社氏子青年会
会　長

中 島 大 輔

まつのお

協力要請に対し、ただ奉仕と言う形で作業的なお手伝い
をしているだけでしたが、最近は奉仕活動自体がこの末
永く脈略と続く神道の歴史と伝統の一部であるという心
構えを持つようになりました。過去の先人から受け継ぎ、未
来へ引き継ぐ。ほんの僅かな事でも日々の奉仕活動自体
の積み重ねが歴史や伝統となり次の世代へ引き継がれ
ていく。名も無き多くの奉仕者によって支えられているのが
日本独自の“神道”ではないかと思います。
　今年もこれからもその意義を噛みしめながら“神様の下
に通じる道”をしっかりと歩んでいく一年にしたいと思いま
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　
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◆岩屋神社氏子青年会　近況報告　
　新年おめでとうございます。本年もより一層のご指導、ご鞭
撻のほど宜しくお願い申し上げます。平成２７年秋期の岩屋神
社氏子青年会関連の活動をご報告致します。
◆奥之院清掃奉仕
　去る９月２０日、秋祭を先駆ける恒例行事として“奥之院清
掃奉仕”が行われました。奥之院は古代から続く磐座信仰が
息づく当神社の発祥の地であり、昨今のパワースポットブーム
の影響もあって遠方からも訪れる方が多くなっております。年
一度の徹底した大清掃は、広大な神域の環境保全の意味合
いにおいても重要な行事といえます。
　作業内容は陰陽二岩、祠、滝の注連縄張替えから祠の拭
き掃除、参道の整備等で、特に注連縄の張替えは高所急斜
面での作業となり大変注意を要します。平成２５年の豪雨の
傷跡が残る危険な場所もある中、椥辻有志と青年会の方々の
ご助力によって、聖域に相応しい清浄さを取り戻しました。
◆秋祭
　秋祭を各地域で賑やかに…との宮司の願いにより発足した
“椥辻こども太鼓”は創設２年目を迎えました。参加者も増加
し、娯楽が多様化している今日においても和太鼓に魅力を感
じる子どもさんが多い事を伺わせます。初めて太鼓に触れる子
どもさんも数名おり、毎回本番に間に合うかとヒヤヒヤ致します
が、岩屋太鼓の会の皆様の懇切丁寧なご指導と子ども達や
保護者の方々の熱心さによって、今年も神幸祭に見事な華を
添えて下さいました。
　尚、今回の巡幸では椥辻こども太鼓ＯＢから初めて太鼓車

での供奉に参加して下さった中学生もおり、地域と神社の橋
渡しとしての目的が徐々に成果を現し始めているのが感じら
れ、誠に有難い事と思っております。又、同じ趣旨で始まった大
宅中学校生徒会本部役員による太鼓チームからも既に岩屋
太鼓の会正会員として頑張って下さっている方がおり、当初の
志が着実に実を結びつつあるといえましょう。
　現在、当青年会は残念ながら会組織としての体裁を欠いて
いる状況にありますが、地元を愛し伝統文化に理解を示して
下さる若人の皆様方に支えられながら、折々の行事を滞りなく
執り行えております事に心から感謝し、謹んで御礼を申し上げ
る次第でございます。

岩屋神社氏子青年会事務局　
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	8p岩屋のコピー

