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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

◇会長就任一年を迎え
　就任一年のご挨拶前に、本年３月１４日前震に続き３月１
６日の本震と、止むことが無く余震と思えない地震が毎日の
ように続き壊滅的な被害の熊本地震におきましては、被災さ
れた方々に心よりお見舞い申し上げます。また被災地等に
おきまして、救援や復旧支援などの活動に御尽力されてお
られる方々に深く敬意を表しますとともに、皆様方の一日も
早い復興を心よりお祈り申し上げます。
　京都府氏子青年連合会も、各単位会のご協力で６月３
０日第１回目の義捐金を熊本県の神社復興にさせていた
だきました。これからも各単位会のご協力していただき義捐
金をお送り続けていきたいと思っております。
　平成２３年３月１１日に発生しました、東日本大震災を本
年で５年目を迎える年、復興が一進一退の中、私所属の上
賀茂神社青年会でも発生当初より、宮城県南三陸地方に
義捐金を送らせていただき、現在も皆様方の募金を送金さ
せていただき、少しでもお役に立てますことを願ってやみま
せん。
　さて、会長就任の時期に、第４２回上賀茂神社式年遷
宮を会長として１０月１５日正遷宮１０月１６日奉幣祭、１か月
に続く奉祝行事などを上賀茂神社青年会の皆様とご奉仕
できました事を厚くお礼申しあげます。
　この一年振り返りますと、神道政治連盟様京都府神道
青年会様日本会議様等 と々神社庁関係団体との氏青連
の存在や活動も重視していただき、大変な役職を引き受け
後悔の念も少しありましたが、皆様に御推挙いただき、氏青
連の皆様のご協力の元一年を無事迎えることができました
事に感謝の気持ちでいっぱいです。
　昨年６月に第４７回定期年次大会での会長就任、７月に
は「美しい日本の憲法を作る京都府民の会」設立総会、神
道青年会定例総会懇親会、８月にはおきましては全国氏
青協第５３回定期大会では石川県和倉温泉で開催され、
京都・全国参加会員との交流を深めるなど、楽しい有意義
な時を過ごすことができました。

　９月・３月にはヤチマタ広報キャラ
バン隊、２月３日ヤチマタキャンペーン
吉田神社境内において募金活動
等々には、各単位会の皆様に大変
にお世話になりました。
　年末１２月１２・１３日と神宮新穀献
米事業に各単位会様のお米をお預
かりし、神宮様に新穀献米奉納させ
ていただきまし。
　この神宮の地で２年前開催されま
した「鎮守の杜子ども相撲大会」に京都チームが出場さ
れ、応援に寄せていただいた時１年生の部でみごと優勝さ
れたことは、私自身感動し、今でもつい先日のように思い出
されます。
　今年は靖国神社にて開催されました「鎮守の杜子ども
相撲大会」に、京都嵯峨野野宮神社氏子チームが出場さ
れます事に先立ち、３月１３日に上賀茂神社で必勝・安全祈
願祭をし、４月９・１０日と靖国神社の土俵に元気に望んで
いただきました。２年生の部ベスト８・３年生の部ベスト４・４
年生の部ベスト８・５年生の部ベスト８・６年生の部準優勝と
好成績を納め頑張っていただきました。私は残念ながら応
援にはいけませんでしたが、好成績の連絡を受け、あたた
かい感動を子どもたちからいただきました。
　また、７月９日は九州の地、長崎大会を控えております。熊
本地震後の復興の最中、一層皆様が一日も早く元気で、
力あふれる肥の国熊本になっていただきますように願い、多
くの方々のご参加で、成功利に終えます事を願っておりま
す。
　最後になりましたが、いろいろな一年の思い出、感謝と感
激そして元気をいただきありがとうございました。
今年度も氏青連の皆々様のご協力御尽力を賜り、微力で
はございますが全力で務めあげたいと思っております。何
卒宜しくお願い致します。



◆岩屋神社氏子青年会　近況報告　
　季節も夏に近づき暑い日が増えて来ましたが、神社のご奉仕等お疲れ様です。当会氏青も少数ながら皆様にお世話になり有
難うございます。
　さて今年も恒例となりました、岩屋神社の春祭りが４月２９日に盛大に行われました。湯立神事、火焚神事、生け花展示、お茶席
等も行われ、青年会は毎年の恒例の露天（鳥から、みたらし団子、フランクフルト、ビール、ジュース、金魚すくい、ヨーヨーつり、輪投
げ、スーパーボールすくい等）福引を担当しております。
　一昨年より勧修おやじの会の方々にお手伝いを頂いており、今年もお願いしました。おやじの会の方々は常日頃より色々なイベ
ントを行っておられるので手際も良く、またお子様たちに対してもうまく接して頂いておられました。
　また、岩屋太鼓の奉奏もありこの会は今は中学生から主婦の方までおられ幅広い年齢層で構成されています。そして殆どのメ
ンバーが女性なので大変華やかな感じで行われており、お祭り等に前には何時も遅くまで練習されております。女性の方々だけで
すがそれでも迫力はありますね。
　最後になりましたが、今期から新体制になり会長が前期までの大橋から中本幸志に代わり新たな気持ちで活動が出来るよう
に、少ない人数でありますが、皆様の協力の下よろしくお願いします。
◆春祭活動報告
　例年４月２９日に斎行される春祭のメイン行事が“火焚神事”です。氏子崇敬者の皆様よりご奉納頂いた火焚串と祈祷木を、神
職始め参列者が大祓詞を奏上する中、お焚き上げ致します。
　その際に使用する井型の炉は青 と々した沢山の檜葉によって覆われ、美観が整えられます。檜葉は見た目の美しさもさることな
がら、油分が多く火力も強い事から、当社に限らず多くの社寺でも好んで用いられます。
　檜葉は、当社総代の澤野井清麿様ご所有の山より檜を伐採してご奉納頂いております。採取作業は例年青年会が担当して
おり、春祭を４日後に控えた２４日に斎場設営と併せて実施されました。地形が複雑な上、木々が密生している山中での作業は大
変危険を伴う為、澤野井様にご指導を頂きながら皆で声を掛け合い慎重に行います。澤野井様がチェーンソーで檜の根元に伐
り込みを入れた後、号令とともに若人衆が一斉に綱を引いて倒そうとしますが、隣の木の枝に引っ掛かったり、足場の悪い沢の方
へ倒れたりと中々思い通りには参りません。試行錯誤の末、漸く予定の位置に切り倒しますと、皆一様にその豪快な様子に沸き立
つとともに安堵の表情が見られました。また、今回初めて参加された方からは、日常では得る事の出来ない貴重な経験をさせて頂
いたとの声も聞かれました。
　春祭当日は小雨の降る生憎の天気でしたが多くのご参拝を頂き、青年会の露店も盛況となりました。湯立て神事の後、宮司が
松明で井型の炉に点火しますと、檜葉は忽ち勢い良く燃え上がり大きな煙の柱へと成長。皆様の様々な願い事が書き認められ
た火焚串・祈祷木が次々に火の中へと投入され、鄭重なる祈りが捧げられました。火焚神事を終えると岩屋音頭奉納や福引抽
選会が続き、祭典後には恒例の直会が催され、奉仕者一同祭典の成就を喜び合いました。
　最後にこの紙面をお借り致しまして、厳粛な神事に欠かせない檜葉をご奉納下さっております澤野井清麿様、そして青年会・
椥辻有志を始めご奉仕を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
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　皆様、こんにちは、西村前会長から引継ぎ早いもの
で１年が過ぎました。引き継ぐ時は第３４回式年遷宮、
流鏑馬神事、御蔭祭り、賀茂祭と祭事が続きどうなるか
と思いましたが、諸先輩のご指導により何とか乗り切るこ
とが出来ました。
　５月末にはお田植え祭、６月には第１２回下鴨神社青年
会総会、上賀茂神社青年会様と下鴨神社青年会合同
で上賀茂神社式年遷宮奉祝パレ－ド、第１２回京都府氏
子青年連合会総会、７月には御手洗祭り、８月には第５３
回全国氏子青年協議会石川大会、夏越しの神事、９月に
は抜穂祭、１０月には第２３回糺市（フリ－マ－ケット）、１１月
には京都府氏子青年連合会の集い（下鴨神社担当）、

新穀奉納報告祭、１２月には注連縄飾り、年末年始は甘
酒接待、１月には葵の栽培、２月にはヤチマタ募金活動、３
月にはヤチマタキャラバン隊と、まだまだ行事は盛り沢山あ
りましたが新木宮司様を初め神職の皆様、各種団体様、
会員の皆様の協力により何とか１年終える事が出来まし
た。本年は、昨年以上に会員の稼働率を高め、活動して
貰える新規会員を増やして行きたく思っていますので今
後共ご指導、ご鞭撻宜しくお願いいたします。

下鴨神社青年会
会　長

西　野 　　了

1年をふり返って

下鴨神社青年会に入会させていただいて
　みなさま、こんにちは。下鴨神社青
年会の石川康司です。
　以前から神社や糺ノ森の空気感
が好きでよく訪れていたのですが、３
年前、あるお祭りで青年会の存在を
知り、そこで興味を持ち入会させてい
ただきました。

　幼い頃からずっと下鴨に住み、今も下鴨でお仕事をさ
せて頂いていますが、入会するまで、これほど沢山のお祭
りや行事があることは知りませんでしたので、正直びっくり
しました。
　それと同時にその地域に住みながら多くの人が知らな
いということは『伝わっていない』ということになるので、そ
れを伝えていくことが青年会の出来ることのひとつかなと
思っています。
　またご奉仕という中では、ある意味制限や意図がなく純
粋意識、楽しさだけでの行動になります。そのため、より人
との関わり、地域との関わりにフォーカス出来て、繋がりか
ら地域を活性化させていけるよい環境でもあると思いま
す。
　一方現状をみると、青年会に『今』を作っていく役割で
ある若者が少なく、エネルギー不足を感じる部分もありま

す。なので、若者が義務感ではなく楽しみで自然に集まれ
る環境を作っていくことが今の青年会にとって必要かと思
います。
　先人や先輩から脈 と々伝えられている大切なことを、そ
のままの言葉で世代を飛ばして伝えても、伝わらないこと
が多々あると思いますので言葉だけではなく青年会の活
動を通して感じてもらい、また次世代に伝えてもらいたいと
思います。
　今後、他の青年会の方 と々も交流させていただき、より
よい地域環境作りが出来ればと思っていますので、どうぞ
宜しくお願い致します。　下鴨神社青年会　石川 康司

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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上賀茂神社青年会
会 長

新　庄　　明

　皆様、こんにちは、会長の新庄　明でございます。

　昨年の８月、第７回総会より、会長職を努めてまいりま

して、早１年が過ぎようとしています。役員様、会員様の

ご参加をいただきながら、楽しく活動、ご奉仕を出来ま

したのも、当神社様のご理解とご協力のおかげと深く

思っております。

　さて、青年会活動ですが、上賀茂神社は昨年、第４

２回式年遷宮を迎え、１０月１５日に「正遷宮祭」、翌１０

月１６日には、天皇陛下のお供え物を神様に奉納する

「奉幣祭」が無事に催行され、我々青年会も、ご奉仕と

お手伝いをしましたが、中でも神社様のご厚意により７

名の会員が、装束を着裝し、ご奉仕をさせていただきま

した。また、ご遷宮催行以降、約１ヶ月奉祝行事がつづ

くなか、横綱鶴竜関の「土俵入り奉納」も行われ、当日

は多くの拝観者でにぎわう中、ご案内や警備なども任し

ていただきました。

　又、平成２６年より「第１７期指定氏子青年会」とし

ての主な活動は、ホタルの育成でございます。上賀茂

神社の境内には、小倉百人一首にも詠まれております

「ならの小川」が流れており、毎年６月にはそれはたくさ

んのホタルが乱舞しており、地元のかたをはじめ、遠方

のかたも観賞に多く来社されております。闇の中を飛び

交うほのかな光は夏の夜の風物詩としてめでられるも

のでございますが、年々ホタルの数も減少傾向にあり、

歯止めをかけるべく、また育成を通じて鎮守の杜の環

境を守っていく事を目的として活動しております。

　今年２月２１日には、東京靖国会館にて、全国氏子

青年協議会、県連会長　事務担当者会議で「ホタル

の育成」について報告してまいりました。

　正式名称「賀茂別雷神社（かもわけいかずちじんじ

ゃ）」、通称「上賀茂神社」と呼ばれています、私たちが

ご奉仕しています神社には、年間約７０を越える神事、

また様々な行事、催事が行われています。青年会とい

たしましても、ご奉仕　神社活動を通して、地域社会

へ貢献できるよう会員全員で頑張って活動していきた

いと思います。

　最後になりますが、京都氏子青年連合会の益々の

発展と皆さまのご健勝を祈念いたします。

『 第42回 式年遷宮 』

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（０７５）４９３－８７４７
ＦＡＸ（０７５）４９３－８７４８

新 庄 左 官 店
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



　梅雨空の候、皆様に於かれましては益々のご健勝の事
とお慶び申し上げます。本年度、長岡天満宮氏子青年会
の会長を務めさせて頂く事となりました、伊東紘典と申しま
す。まだまだ右も左も分らない若輩者ですが、氏子青年会
の活動に邁進していきますので、皆様には益々のご支援、
ご協力を賜りますようよろしくお願い致します。
　今日まで、先人が積み重ねてこられた長岡天満宮の歴
史や伝統を引き継ぎながらも、時代の変化に逆らう事無く、
新たな挑戦にも積極果敢に取り組み、皆様との「つながり」
を大切にしてわくわくする長岡天満宮氏子青年会に全員で
共に歩んでいける活動を行って参りたいと思っております。

　長岡天満宮は京都府の観光スポットで７位の集客数を
誇っております。しかし、我々はこの結果に甘んじる事なく、
おもてなしの精神で清掃活動などにも携わりながら、より長
岡天満宮にお越し頂けるような環境を作って参ります。また、
毎年開催される夏祭りにつきましては、より多くの方々に興
味を持ってお越し頂く為に、今までになかった新しいことにも
挑戦して参ります。そのためには現在２８名の会員数を最
低でも４０名以上に拡大する必要があると思っております。
そして、京都府氏子青年連合会との連携を密にし、全国大
会にも積極的に参加して参りたいと思います。
　元気で勢いのある長岡天満宮青年会を目指して参りま
すので、どうぞよろしくお願い致します。
　結びにあたり、皆様の益々のご健勝とご多幸を祈念致し
まして、挨拶に代えさせて頂きます。何卒よろしくお願い申し
上げます。

就 任 の ご 挨 拶

長岡天満宮青年会
会　長

伊 東 紘 典

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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ご 挨 拶
　皆様いつもお世話になっておりま
す。平素は長岡天満宮青年会の活
動にご理解とご協力を賜りまして誠に
ありがとうございます。
　私は平成２８年度長岡天満宮青年
会定期総会より副会長をさせていた
だくことになりました渡辺大樹と申しま

す。まだ入会して２年足らずの若輩者ではございますが、
任期いっぱい当会に勧誘してくださいました伊東新会長
を補佐して務めを果たして参る所存でございますので、ご
指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
　さて、当会では平成３０年度に結成５０周年の節目を迎
えます。これもひとえに各諸先輩方のご奉仕と氏子青年
連合会の皆様からのご支援のお蔭であります。周年を迎
えるにあたり、伊東新会長は現在２８名いる会員数を４０
名以上に拡大する目標を掲げられました。先輩諸兄から
引き継がれた誇りある歴史と伝統を次代へ繋ぐためにも、
会員拡大は必要であると私も考えます。以前他の団体に
おいても会員拡大に成功した実績を活かして、私も目標
達成に邁進して参ります。

　また、当会より新たに府連出向理事となったメンバーが
おります。これらの者が京都府氏子青年連合会との連携
を強化すべくご奉仕させていただきますので、よろしくお願
い致します。
　結びに、京都府氏子青年連合会並びに各単位会の
益々のご健勝とご多幸を祈念申し上げまして、副会長就
任のご挨拶とさせていただきます。

長岡天満宮 氏子青年会副会長　渡辺 大樹　



石清水八幡宮青年会
会 長

図 師 具 徳

　石清水八幡宮青年会、平成２８年度会長を務めさせて
いただきます図師具徳と申します。
　青年会会長として早や２年目を迎えました。神社、会員の
皆様のご協力により１年が経過いたしました。感謝申し上
げます。
　今年のスローガンも昨年と同じく『築こう仲間、深めよう友
情』といたしました。やはり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。
　多種多様な職種、年齢の違う会員が集い、会員同士が
活発に交流できる場として地域事業、府連事業、など展開
しながらも、仕事や街の話、家族友人の話などを通して交
流を深める機会を与えられたことが非常に意味のあること
と感じております。

　今期は国宝となった石清水八幡宮の青年会として会員
相互の親睦・交流を大切にしながら、八幡の街の発展の一
助となる様に、そして昨年交通事故で亡くなった仲間の木
谷仁士君の分まで会員一丸となり青年会活動に邁進して
いく所存でございます。
　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、どうぞよろしくお願いします。

御田植祭に参加して
　私は、田島よしみつと申します。現在、石清水八幡宮
青年会の副幹事長を務めさせて頂いております。どうぞ
宜しくお願いいたします。
　さて、全国の神社では毎年、２月に五穀豊穣を祈る祈
年祭、１１月にはその収穫に感謝する新嘗祭を斎行され
ているのではないでしょうか。石清水八幡宮では６月上
旬に地元献穀者の稲田に斎田を設け、御田植祭が斎
行されます。そして神職や巫女が真心込めて植えた稲
苗が黄金色の豊なる稲穂に育った頃、１０月中旬には抜
穂祭を斎行し、その際収穫された稲穂は新嘗祭にて新
穀として御神前に献上されます。
　石清水八幡宮青年会では、御田植祭に合わせて、地
域の子どもたちにふるさとのお米づくりを通して、田植え
の楽しさ、育てる苦労、収穫の喜びを体験し、地域の伝
統文化とお米づくりのつながりについて知り、自然の尊さ
と感謝の心を育むことを目的に「知ろう学ぼう ふるさとの
お米づくり 子どもたちのお田植祭」と題して、田植え体
験を開催しています。

　今年は、午後から雨の予報であった６月１２日の午前
中に開催し、約６０名の子どもたちが参加をしてくれまし
た。神事が終わり、田植えを体験する子どもたちは田ん
ぼに入った感触（裸足で入るため）を味わいながら、稲
の苗を手で植えることで、日本文化に触れてもらう貴重な
機会であったと思います。
　今後も、地域に根差した石清水八幡宮青年会の活
動を通して神さまや人さまに喜んで貰うことで、自分自身
の成長につながればと思っております。

石清水八幡宮青年会　田島よしみつ

『築こう仲間、
　　　　深めよう友情』

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

植村駐車場
京阪八幡市駅　徒歩3分
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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 北村直史です。
早いもので２期目に突入しました。私事ではございますが、
昨年８月に産まれた一之助がハイハイするようになり、一日
一日成長を感じております。私もまだまだ成長したい今日こ
の頃でございます。
　御霊神社氏子青年会の活動としまして、４月の総会を
無事に終え、今年はカレンダーの関係で５月第１週に子供
神輿の巡行を行いました。年々参加者が増え嬉しい限り
ではございますが安全の面で今後対策が必要と感じ終
えました。
　５月１８日の御霊祭では、今年は初の試みがございまし
た。清浄華院様でご祈祷と府立病院内のロータリーで神

輿を担ぎ回りました。府立病院の建物に響く担ぎ手の声、
観覧されている方々のホイット、ホイットに合わせての手拍
子が一体となり鳥肌感動でございました。
　同日神輿３基が拝殿に上げられた後に還幸祭が執り
行われます。年々参加者が増え、また嬉しい限りです。今
年は、下鴨神社青年会の中村さんご夫婦がお越しでし
た。
　今後の行事といたしましては、７月に奉納写生大会、ラ
ジオ体操、８月１８日に例祭が行われます。当日、午前中に
狂言の奉納、１９時頃から御霊太鼓の奉納、重要無形民
俗文化財の小山郷六斎念仏保存会によります念仏踊が
賑やかに催されます。三段重ねの碁盤の上で獅子が逆
立ちし、土蜘蛛
が出て盛んに糸
を吐く「獅子の
曲」など迫力満
点で、大きな拍
手と歓声が境内
に響きわたりま
す。ぜひとも皆様
のお越しをお待
ちしております。

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青木と申します。
氏子青年会の現副会長に薦められ
て仲の良いメンバー３名で入会させて
いただきました。御霊神社の氏子青年
会の存在は知っていましたが、まさか
自分が参加する日が来るとは夢にも
思っていませんでした。

　緊張しながら総会を迎えましたが、総会後の食事会で
メンバーの方と話をさせて頂いている内に、会長を始め飾
らない気さくな先輩方ばかりだとわかり安心しました。
　総会が終わると、すぐに子供神輿、御霊祭がやってきま
した。仕事で観光関連のホームページを手がけていた時
期があったので、子供神輿も、御霊祭も写真を撮りに来た
ことは何度もあったのですが、その行列の中に自分が参
加していて、微力ながらお手伝いが出来ていることにとて
も喜びを感じました。普段の運動不足のおかげで、子供
神輿、御霊祭の次の日は、ひどい筋肉痛になりましたが、
これも良い経験だと思っております。
　他の会で事務局の仕事をしていることもあり、行事に多
くの方に参加してもらう苦労が少しはわかっているつもり

です。入会した以上はなるべく色々な行事に参加して行
きたいと思っておりますので、今後もどうぞご指導のほどよ
ろしくお願いいたします。

御霊神社氏子青年会　青木 久哲

北村善染工所
帯地・金襴の糸染め

〒602-8409　　　　　　　　　　　　
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

株式会社ソーシャルメディアマーケティング研究所
〒604-8181 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町224 SOHO烏丸103

TEL:075-211-2070　FAX:075-211-2080
http://www.social-market.co.jp
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　今期も継続となりました中島です。会長に就任して５年目

になります。会員・賛助会員と連携していきたいと思います

ので、宜しくお願いいたします。

　ここ数年、子供たちの多くは、塾や習い事に通っており、

一人・数人で家でゲームなどで遊ぶ子が多いと聞きます。

我々の子供の頃は近くの公園や河原で遊んだりして、自然

との接し方を学んできました。今の時代を否定するわけで

はありませんが、もう少し子供たち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です。

　周囲が都会化していく中、神社は信仰の場であり、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。

　当青年会は会員数が少なく、なかなか新しいことをして

いくのが難しいですが、会員を一人でも入会して、青年会

一体となって活動を続け、地域の方々に親しまれ、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、長い目で見れば心豊かにし、自然を大切

にする心を育て、神を信仰する気持ちを持つ事に繋がると

思います。

この夏、生まれてくる新成人たちへ
　昨年度に引き続き松尾（まつのを）大
社氏子青年会副会長を努めさせて頂
く事になりました上野文男でございま
す。皆々様におかれましては引き続きの
ご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致
します。

　さて、当会誌の原稿依頼を受けてペンを進めるにあたり
様々な思いを巡らせていると、恐らくこの会誌が発行される
頃には夏の暑い戦いとして国政選挙、第24回参議院通常
選挙が公示され執り行われているか、結果が出ている頃だ
と気が付きました。
　この夏の選挙では様々な争点から与野党の舌戦が繰り
広げられることでしょう。
　またこの夏の選挙から国政選挙として始めて選挙権年
齢が従来の２０歳から１８歳へと引き下がります。今、各政

氏子青年会への期待

松尾大社氏子青年会
会　長

中 島 大 輔

まつのお

党、マスコミ等がこぞって、まさにこの新成人達を取り込む
事に躍起になっております。私個人としては一般的な法令
（民法、刑法等）が法的な権利要件とみなす成人としての
年齢を相変わらず２０歳としているにも関わらず、民主主義
の骨幹をなす選挙権の年齢のみを引き下げる事に違和感
があります。
　つまり未成年なので成人（２０歳）として諸般の義務は負
わないが選挙という権利は得る事に。非常にバランスを欠く
事ではないか思われますが、一方で選挙権年齢を引き下
げることによって日本全国で新たに若い投票権者が２４０
万人増えるそうです。閉塞感漂う今の政治に若 し々く、新し
い風も大事でしょう。
　この夏、初めて選挙に挑む“いわゆる新成人”達にはしっ
かりとした眼差しで己の貴重な選挙権行使挑んでもらいた
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　

（８）
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