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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

京都府氏子青年連合会

会長　杉本　寿一

◇新年のご挨拶
　新年明けましておめでとうございます。
謹んで皇室の弥栄と神宮・神社のご繁栄、各単位会のご
発展を御祈念申し上げます。
　新しい年を迎え、各単位会様の御社頭におきましては、
多くの御参拝者と、氏子青年会の皆様の笑顔が満ち溢れ
ている年初めであると推察いたし御喜び申し上げます。
　私も会長職を拝命致し、早二度目の新年を迎えるにあた
りまして、各単位会の会員の皆様方を始め、各神社関係者
様には御尽力を賜り、日々 を送ることができましたことに感謝
の諸存でございます。
　昨年、10月27日（午前8時34分）三笠宮崇仁親王殿下
が薨去なされ、ご訃報に接し、悲しみの念に堪えません。
　髭の殿下として多くの国民に親しまれておられました三
笠宮寛仁親王殿下が平成24年6月6日に薨去され4年が
経ちました。両殿下は京都には御縁が深く、昭和41年三笠
宮崇仁親王を総裁に仰ぎ「御寺泉涌寺を護る会」が結成
され、早30年を迎えました。殿下の御前で舞楽を披露させ
ていただき、多くの御来賓の中、ご会食に隣席する機会を
賜り、感無量でございました。国民と親しく接しられ、国際親
善やスポーツ、レクリエーション、芸術、文化、医療、福祉等
幅広い分野にわたり貢献されてこられました。
　皇室を始め御近親の方々の深い悲しみを拝察申し上
げ、謹んで心から哀悼の誠を奉げます。
　昨年を振り返りますと、日本会議の会合に出席させてい
ただいた時、深く印象に残っていますのが、「緊急事態条
例」私も京都市北消防団で活動をしています関係上、熊
本県を中心に4月14日マグニチュード6.5震度７の前震、４月
１６日マグニチュード７．３震度７の本震。
　８月１７日から８月２３日の１週間に７号、１１号、９号の３度
の台風が続 と々北海道に上陸しました。更に８月３０日には
１０号が初めて東北の太平洋側から上陸し、大雨により十
勝川水系や石狩川水系・空地川上流で堤防の氾濫、道路
や橋梁の流失などの大きな災害に見舞われました。

１０月２１日には鳥取県中部でマグニ
チュード６．６震度６弱の地震が起こ
り、災害の多い年で、南海トラフ巨大
地震への連鎖を懸念しております。
東日本大震災の折、ガレキが流され
ても個人の所有物、車が道をふさい
でいても憲法での「財産権」の影響
で勝手に処分もできず、救出活動に
多大な影響が出たことを聞き、あの
時に「緊急事態条例」が発令されて
おりましたら、多くの救える命もあったろうとショックを受けまし
た。改めまして不幸にも犠牲になられました方々のご冥福を
お祈りするとともに心よりお見舞い申し上げます。
　昨今、自分を優先に思い、考えてしまいがちでございます
が、私たち全国氏子青年会の一人一人が、今一度歴史・
伝統文化・自然などを見直し、後世に受け次いでていくこと
が今後の大きな課題かと考えております。
　昨年の７月９日第５４回定期長崎大会では京都から大
勢のご参加をいただきまして誠にありがとうございました。櫻
井よしこ先生の講演会では、大変に共感し、今一度、自分
を振り返る機会を得、感銘致しました。各単位会の皆様も、
世界遺産でもある軍艦島など長崎の地を廻り、観光を満喫
されたことと存じます。
　9月14日交通慰霊祭では、氏子青年連合会の団体とし
て初めての奉仕であります、上賀茂神社青年会からは怜
人、岩屋神社氏子青年会からは岩屋太鼓の奉納を始め、
各単位会さんからの厚いご奉仕を受け、ありがとうございま
した。
　7月21・22日におきましては、皇太子同妃両殿下愛子内
親王殿下御来京に続きまして、10月7・8・9日皇太子殿下御
来京御入洛していただきました。
　10月25日には天皇皇后両陛下におかれましては、22年
ぶりに下鴨神社・上賀茂神社とご参拝を賜りました。22年
前上賀茂神社におきましてのお出迎えに続き、このたび、あ
りがたき天皇皇后両陛下のお元気なお姿を拝見致し、節
に感激いたした。当日は、たくさんの氏青連の御奉送迎に
際しましては深く感謝致します。
　上賀茂神社主幹での「氏子青年の集い」では、新庄会
長様を中心となり、社家町散策・すぐきの漬けこみ、太田神
社参拝などを企画していただき、たくさんのご参加ありがとう
ございました。
　本年は酉年、各単位会様の神社並び皆々様が大きく羽
ばたいて素晴らしい飛躍の年になりますように御祈念申し
上げます。　　
（ここまでご奉仕させていただいたことに、日々 感謝・感謝）

（天皇皇后両陛下　上賀茂神社）

（「氏青の集い」上賀茂神社）　



　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
い致します。
　さて、松尾大社氏子青年会では、毎年９月に行われます
八朔祭をご紹介します。
　八朔祭前日は、夕方から群太鼓が行われ威勢のいい太

鼓が境内に響き、聞きつけて、参拝者が続々境内に集まっ
ていきます。その後ブライダルショウで華やかな衣装にほん
のうされ、そして、江州音頭踊りが行われ、昨年は特に参拝
者が多く、やぐらの周囲が３、４重の人盛りになって夜遅くま
で大変賑わいました。青年会では、売店で、ビール・チュー
ハイ・ラムネを販売しました。売れ行きが好調でした。
　八朔祭当日は、子供絵提灯表彰式が行われました。表
彰された方や選ばれなかった方には、子供たちの絵に個
性的で夢が溢れていて、自由な発想や色づかいが心も豊
かになりました。その後、子供神輿のおねりが行われました。
会員・賛助会員の皆様で３基の神輿をだし、沢山の子供た
ちが「ホイットホイット」と担いでいるのを見て、童心にかえる
思いでした。
　会員・賛助会員の皆様にはご協力・ご鞭撻のほどよろしく
お願いいたします。

私と氏子青年会
　松尾大社氏子青年会、昭和４４年
９月氏子地域から篤き敬神の念を持
った青年達が集まり、神社神道の隆
盛並びに優れた文化・美しい風習を
正しく伝えることを目的とし、この会は
結成に至ったと伺っております。
　以来、時代の流れにより活動内容

は変われども、ただ志しは変わることなく今日まで発展を遂
げて参りました。
　私は平成１４年春、松尾大社氏子青年会事務局を担
当させて頂いてより早１４年の月日が流れようとしておりま
す。この間、会員の皆さんとは本当に多くの貴重な時間を
共に過ごさせて頂きました。
　様々な意見を交わし、その時々の状況を踏まえ各活動
に公私にわたり取り組んでおられるお姿を拝見致しており
ますと、皆さんの松尾大社に対する思い、その行動は言
い換えれば“郷土愛”の一点に集約されることを感じずに
はおられません。

新年挨拶

松尾大社氏子青年会
会　長

中 島 大 輔

まつのお

私の所属している神道青年会は「世のため人のために
奉仕」することを綱領に掲げておりますが、これは正に氏
子青年会の皆さんが日々実行、実践されている行動では
ないでしょうか。近くに手本となる方々がおられ、その行動
を間近で拝見する機会があることに日々感謝しておるとこ
ろです。
　しかし、この素晴らしき行動を事務局として多くの方に
広める役目を担っていながら、会員皆さんの期待に応えら
れておらず反省するばかりであり、私の努力不足を痛感
致しております。
　私の感じたものは、きっと多くの方に共感頂けることでし
ょうし、会員増強が切実な課題である当会にとっては積極
的に執り進めて行かなければならない活動です。
　新しい力を得ることは会の発展につながる非常に重要
な役割を占めており、活性化に繋がるものと考えます。
　会員皆さんの活動に支障なきよう事務局として一層の
努力を致す所存でございますので、今後共ご指導ご鞭
撻を宜しくお願い申し上げます。
松尾大社(まつのおたいしゃ)　権禰宜　岩田　康彦　
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岩屋神社氏子青年会　会長　中本 幸志　
　あけましておめでとうございます。昨年度より岩屋神社氏子青年会会長を仰せつかっており
ます、中本幸志と申します。代々鉄工所を営む我が家は、家族のご祈祷を始め、年の暮れには
会社において鞴祭を斎行して頂くなど、公私共に長きに亘って岩屋の大神様のご加護を頂い
ております。
　大神様への日頃の感謝を念頭に置き、甚だ微力ではございますが誠心誠意会長職を務め
て参る所存でございますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

◆近況報告
　岩屋神社氏子青年会事務局より当会周辺の近況をご報告致します。
　昨年の当社で特筆すべき事のひとつに挙げられますのは岩屋太鼓の会の活躍です。当会は岩屋神社の神賑の
為、平成３年に結成されました。現在１１名の会員が週に１度の練習に励んでおります。女性パワー優勢の世相を反映
してか、いつの間にか女性のみとなってしまいましたが、それがかえって会の纏まりを生んでいるのかもしれません。数年
前に祭の後継者育成と地域と神社の橋渡しを目的に創設された大宅中学校生徒会役員本部による太鼓部や椥辻こ
ども太鼓の会のＯＢが次々に入会し、今や学生会員が半数を超えております。
　当会の活動は神社での奉奏が主となっておりますが、昨年はそれ以外にも出演の
機会に恵まれ、今までになく多忙な一年となりました。昨年の活動を振り返りますと、各
演奏会場での反応や毎年ボランティアで訪問している施設でのご感想などからも岩
屋太鼓の会に寄せられる注目度と期待の大きさが伺えます。勿論神社においても厳
粛な祭典に華を添える存在として欠かせない事は言うまでもありません。
　こうして現在精力的な活動が出来ておりますのも、偏に新しい風を齎してくれてい
る活発で素直な学生会員の存在と、それを束ねる大人会員の懇切丁寧な指導の賜
物といえましょう。
　今後は如何にこの安定した活動を継続しつつ、個々の技量を向上していけるかが
課題となります。会員の皆さんが楽しく和太鼓に打ち込み、更に活躍出来ます様、及
ばずながら神社・青年会ともども支援してまいりたいと思います。
　以下、昨年参加させて頂いた主な催事での様子を写真とともにご紹介致します。
◉ふれあいやましな区民芸能フェア（2/28東部文化会館）
多種多様な演目で賑わう山科区の恒例行事。滅多に無いホール演奏とあって会員
の気勢も上がり、勇壮な太鼓で会場を沸かせた。
◉浅井定雄氏「やましな栄誉賞（特別賞）」受賞を祝う集い（5/8本願寺山科別院）
神社史の編纂等で常々お世話になっている郷土史家・浅井定雄（鏡山次郎）先生
の受賞記念祝賀会。祝典に相応しい青空の下、広 と々した西御坊様の境内でお祝
いの太鼓を披露した。
◉ふるさとの会主催特別企画　ふるさと演奏会（5/21岩屋神社）
浅井先生が代表を務めておられる、ふるさとの会様よりのご依頼。太鼓の他、二胡の
演奏や合唱で春の麗らかな一時を楽しんで頂いた。
◉交通慰霊祭（9/24西陣織会館）
例年京都府神社庁の主催で行われている。祭典の趣旨に副った奉奏となる様心掛
けた。閉式後ご遺族の方々から御礼のお言葉を頂いた。

〒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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　新年明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。本年もどうぞ宜し
くお願い申し上げます。
　昨年７月９日、１０日の２日間長崎県で開催されました
第５４回全国大会は、生憎の天候、ハ－ドスケジュ－ル中
７名参加させて頂き又７月２３日から３１日迄の９日間御
手洗祭りには延７０名余りの会員がご奉仕させて頂きま
した。
　８月に入り１７日から３１日迄の１５日間糺の森の光の
祭りが開催され、夕刻から２１時迄でしたが短時間の間
に１日平均約１万人のお客様が来られましたが、初めて

の事でもあり青年会は、余りお手伝い出来ませんでした
が、警備の担当としてご奉仕させて頂きました。
　本年は、昨年の反省をもとに事前に人員計画を立て
お手伝いしたいと思っております。９月には、中秋の名月
の日に名月管弦祭での出店、月末には暑さ厳しい晴天
のもとボーイスカウト、ガ－ルスカウトの皆さんのお手伝い
により神饌田にて抜穂祭を斎行し、１０月には、１年に２
回の糺市（フリ－マ－ケット）を下鴨中学校のブラスバンド
の皆さんによる演奏会をして頂き盛大に開催致しまし
た。又２５日には天皇陛下、皇后陛下様を下鴨神社境
内で御奉迎させて頂く事が出来ました。
　１１月には、神饌田で収穫したお米を奉納する新穀献
米報告祭を斎行し、１２月には、お正月を迎える注連縄
飾りの飾り付等ご奉仕させて頂きました。本年も昨年以
上に下鴨神社青年会一丸となって頑張って行きますの
で、ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げ、新年の
ご挨拶と致します。

下鴨神社青年会
会　長

西　野 　　了

新年のご挨拶

　皆様、こんにちは。下鴨神社青年
会事務局を担当しております、賀茂御
祖神社権禰宜　鈴木杏菜と申しま
す。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
　さてこの度、氏青京都に事務局の
人間の話を掲載するにあたりという事
で、私がお役を仰せつかることとなりま

した。そこで、普段はなかなか申し上げることのない、青年
会という組織について、少々お話をさせていただきたいと
存じます。
　私が下鴨神社青年会事務局に就任しましてから、気
づけば２年という月日が経過しておりました。その中で私が
感じますことは、神社にとって青年会とは、非常に密接な
存在であり、互いが支え合っているということでございま
す。神社とは、人と人との繋がり、即ちコミュニティの空間
でありますが、そもそも「人」がいなければ、繋がりも何もあ
ったものではありません。かといって、人がいくら集まったと
ころで、そこにコミュニティを形成する何かが無ければ、
人々はただの個の集まりでしかありません。神社があり、そ
して神社に御奉仕したいという熱意をお持ちの方の集ま
りである「青年会」が発足する。神社があるからこそ青年
会があり、青年会があるからこそ神社がある、という当たり

前のことを、青年会事務局という立場から、改めて強く実
感しております。
　実際に事務局として青年会の会員の皆様とお話しし
てみると、皆様非常に神社のことに対して非常にご熱心
でいらっしゃいます。青年会としての活動は多岐に亘り、
お祭りに御奉仕する花形のこともあれば、清掃奉仕であっ
たり募金活動であったりと地道な内容であったりもします。
精神的、体力的にも大変なことも多かろうと存じますが、そ
れでも皆さんが「神社のために」と活動してくださる姿を目
にすると、こちらがその姿勢を見習わなければと背筋の伸
びる思いでございます。
　きっとこれらの感想は、事務局として皆様と密接に関わ
ることが無ければ、なかなか実感を強く持てなかったので
は無いかと思います。皆様とお話しすることにより、神社側
だけでなく崇敬者側の目線での感想を持つことができま
すのは、神職として非常に重要で有難いことでございま
す。
　皆様の活動のお力は、それぞれの神社にとって、決し
て小さなものではありません。この場をお借りして感謝を申
し上げますと共に、これより先も、各々の神社にますます心
をお寄せ頂き、皆々様一層のご縁をお結び頂ければと存
じます。今後とも、何とぞ宜しくお願い申し上げます。

下鴨神社青年会事務局　鈴木杏菜　

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

（４）

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

新年のご挨拶

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 店代表取締役　式部　左近
〒578-0944　大阪府東大阪市若江西新町 2丁目5－20
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　新年、明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。本年もどうぞ宜しくお
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、２年目
の会長を引き続き務めさせて頂くことになりました。当青年
会も、発会から８年を迎え、少しずつ神事などの増える中、
宮司様をはじめ、神職様の力をお借りして、又、会員各位の
ご協力をいただきながら青年会活動をしてまいります。
　平成２８年度、上賀茂神社青年会総会前におきましては
「賀茂社はひとつ」の演題で賀茂別雷神社　権禰宜　安
井正明様の公演をいただき、神社の歴史などを学びまし
た。そのあと、総会に入り、会員数１０６名、出席者３３名、委

任状提出者２７名で総会が成立し、各議案が可決承認さ
れました。その後懇親会にて、宮司様、神職様、会員様と親
睦を深めました。年々、神事と事業などのご奉仕が増えてい
く中、皆様のご協力をいただきながら、楽しく活動していく事
を話しながら、盛観のうちにお開きとなりました。
　本年度も、神社様の「第４２回式年遷宮」が続く中、賀茂
祭（葵祭）をはじめ、各神事のご奉仕、各事業のお手伝い
など、会員全員で取り組んでまいりたいと思っております。
又、府連活動、全国活動にも参加し、交流を深め、楽しみた
いと思っております。
　最後になりますが、京都府氏子青年連合会の会員様の
ご健勝、ご多幸を祈念し、新年のご挨拶をさせていただきま
す。

上賀茂神社青年会と共に
　この度上賀茂神社青年会事務局を担当させていただ
くことになりました晴山と申します。どうぞ宜しくお願い致し
ます。
　日頃より会員の皆様にはそれぞれのお仕事の傍ら神
社諸祭典においてご尽力頂き感謝申し上げます。
　私と青年会の皆様との出会いは私が入社して間もなく
前任の担当者から焼き肉の誘いを受け、行った先で開か
れていたのが青年会の宴でありました。その時点では神
社においてどのような関わりをもっている方々なのか把握
しておりませんでしたが、特に固い雰囲気でもなく、皆さん
気さくに声を掛けてくださって楽しく過ごした事が思いださ
れます。その後も行く先々の飲み屋では申し合わせをした
かの様に結構な確率で皆さんとお会いすることがあり、神
社と飲み屋の出会いを繰り返し、現在では兄さん、姉さん
と慕える存在と思っております。今思えば次期担当者とし
て布石が打たれていたようにも感じているところです。
　上賀茂神社青年会は青年会とは名ばかりなところもあ
り年齢制限もなく幅広い世代の方々がいらっしゃいます
が、世代の枠を超え一致団結して神社境内において祭

典奉仕、物品販売等、参拝者の方が神社に親しんで頂く
活動を行っております。
　また前記の活動の他に新規事業にも着手し、境内の
神饌田では平成二十七年から御田植え行事が会員子
息等奉仕により行われています。二回目の御田植行事で
は御田植え時に着る早乙女衣裳を新調し慣れない衣裳
ながらも元気に御田植えをしてくれました。
　このように青年会の活動はとどまることを知らず展開し
ておりますが、地元の神社を通じて色々な職種の方々が
集い協力している姿は、人間関係の希薄さが叫ばれる現
代社会において、いい手本になるのではないかと思って
おります。祭典日になりますと上賀茂神社の境内では特設
テントにおいて強面のお兄さん方が声を張って活動して
おりますが、是非お声を掛けて下さい。見た目より優しいギ
ャップに驚くはずです。
　私は事務局となりましてまだ日が浅いですが、上賀茂
神社青年会は発足し八年になります。人生の先輩方に教
えを乞いながら共に成長していきたいと思っております。ご
期待下さい。

賀茂別雷神社　権禰宜　晴山　昇　



　昨年度に引き続き長岡天満宮青年会、会長を務めさせ
て頂きます伊東 紘典でございま　す。皆々様に於かれまし
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、当会では「繋がり」を大切に取り組んでおります。そ
のお影で２８名の会員数を４５名に拡大する事が出来たの
も、長岡天満宮青年会メンバーのお陰であり、ひとり一人が
声を掛けあって目標達成出来たと思っております。また、昨
年度に引き続き大晦日から元旦にかけて甘酒の接待ご奉
仕を行い、本年度は年越しそばの提供をさせて頂くと共に、
元日には餅つきを行い出来たてのお餅を提供させて頂きま
した。この事業を今後も継続していきたいと考えております。

　そして、本年度も京都府氏子青年連合会との連携を密
にし、各事業に参加して親睦を深めて行きたいと強く思って
おります。
　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、皆々様
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。

新 年 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

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
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株式会社 三宅工務店

ご挨拶

　２０１６年度より、長岡天満宮青年会

副会長を務めさせて頂いております、

谷川聡と申します。私は青年会に入会

してまだ２年目ですが、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、初詣や各種ご祈祷、様々なまちづくり事業や青少年

育成事業などでお世話になり、生まれてから現在に至るま

で大変関わりがありお世話になって参りました。青年会活

動をする事は、長岡天満宮やまちの発展に繋がり、人間的

成長も出来るという事で、友人にお誘い頂いた時には、微

力ですが少しでも長岡天満宮に恩返しをしなければならな

いという思いで入会させて頂きました。

　本年度は京都府氏子青年連合会にも参加させて頂く

事となりましたので、まだ右も左も分からない若輩者ですが、

皆様のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

長岡天満宮青年会　副会長　谷川 聡　
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石清水八幡宮青年会
会 長

図 師 具 徳

石清水八幡宮青年会
事務局

林 　 秀 明

　新年、明けましておめでとうございます。
皆様のおかげで無事に新しい年を迎える事ができました。
　石清水八幡宮青年会の会長に就任して、３月で２年とな
ります。頼りない私にご協力いただきました会員の皆様には
心から感謝しております。
　新会長にバトンをわたすまで残すところわずかですが、
諸先輩方が築き上げた良き伝統を受け継ぎ、まもなく設立
五十周年の佳節を迎えようとする石清水八幡宮青年会の
長い歴史に恥じないように、最後まで精一杯頑張りたいと
思いますので引き続きご指導ご鞭撻の程よろしくお願いしま
す。
　新しい年が更に良い年になるように祈念致しまして私の
年頭の挨拶とさせていただきます。

　今年度より石清水八幡宮青年会の事務局を拝命いた
しました林秀明と申します。当宮青年会は設立五十周年と
いう佳節を迎えます。奉職二年目ですが、これから会員の
皆様と共に氏子青年会の更なる発展に向けて尽力してい
きたいと思いますので、ご指導の程宜しくお願い致します。

第３０回やわた提灯夏まつりを終えて
　去る７月１０日、第３０回やわた提灯夏まつりを催しました。
この夏まつりは、石清水八幡宮の摂社で、旧八幡町の氏
神様でもある高良社の献灯事業のメインイベントです。本
年は諸先輩方が当事業を起ち上げてから３０年目に当た
り、ついては盛大に行おうと４月から会員一丸となって企画・
準備をしました。結束力がより生まれたと思います。
　夏まつり当日は、天候にもおおいに恵まれ、例年以上の人
出となり大盛況でした。ストラックアウト・射的・ポップコーン・
かき氷のブースでは、子供達が楽しそうにはしゃいでいる姿
を見て癒されました。大学生によるジャグリングや、地元の男
山中学校の吹奏楽部による演奏は、大人から子供までが
たいへん盛り上がりました。
　その後、ビンゴ大会を行い、メインイベントの点灯式へ。子
供達の掛け声で大小約４００張りの提灯に明かりが灯され
ると、先ほどまでの賑やかな祭りから幻想的な祭りへと姿を
変え、参加されている方もみな呼吸を忘れる程でした。その
様子を見てなんとか無事に終えられた達成感で、胸がいっ
ぱいになりました。

　この祭りを通して、摂社高良社、さらには石清水八幡宮
をより身近に感じていただけたと自負しております。今後と
も、石清水八幡宮青年会の一員として、微力ではございま
すが、様々なご奉仕に勤めて参りたいと思っております。み
なさん、ぜひ次回のやわた提灯夏まつりにお越し下さい。

石清水八幡宮青年会　松田 時典

新年のご挨拶 ご 挨 拶

京都府八幡市八幡双栗１０ノ１ オクセビル１Ｆ
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オクセ株式会社
建築・土木資材販売

〒614－8044　八幡市八幡御幸谷７－９
ＴＥＬ075-983-2752　ＦＡＸ075-200-5616

代表取締役　成田 健児
株式会社 成健ビル管理

建物清掃維持管理
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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。
昨年四月に会長に就任し、任期も残すところ数か月。昨年
生まれた子供も神社の行事に参加出来るほど成長しまし
た。早い、早すぎる。時が経つのが早すぎると実感する毎日
です。
　御霊神社氏子青年会では、毎年恒例の行事が主で1ヶ
月に1行事のペースで活動しておりますが、今期は新しい行
事「ごりょうさん 杜のつどい」という氏子地域のお子さん向
けの行事を開催致しました。事前登録不要、当日ご参加下
さいと出入り自由な行事ゆえに当日まで不安でしたが何と
か人も集まり安堵しました。鎮守の杜で鬼ごっこ、缶蹴り、竹
馬、こま回しなど昔なつかしい遊びや神社にまつわる絵本

を読み、三時には地域の和菓子屋さんに依頼し、みたらし
団子を準備していただき、きなこや餡子まぶし皆で食べまし
た。幼少の頃回せていた駒も初めはうまく回せず、鬼ごっこ
や他の遊びもルールを忘れており子供たちに現代のルール
を教えてもらいながら、途中大人げない行動に反省しなが
ら杜を走り回り真剣に本当に真剣に汗だくになりながら遊び
ました。今後も続けていければと考えております。
　年末年始の御奉仕、1月末頃の伊勢神宮初詣バスツア
ーなど行事がございます。皆で協力し楽しみながら御奉仕
致します。宜しくお願い致します。

北 村 直 史

御霊神社氏子青年会
会　長

新年のご挨拶

　謹んで初春のお慶びを申し上げま
す。本年も皆様にとりまして実り多き年
となりますことを心よりお祈り申し上げま
す。御霊神社氏子青年会事務局長
を務めさせていただいております。
　神職とは神様と氏子崇敬者の仲と
りもちであるとよく言われます。本来そう

あらなければならないのですが、神社の中で日夜すごして
おりますと一般社会のスピードとのギャップに戸惑いを覚
えることも正直に申しますとございます。
　そのような時に氏子青年会のみなさんとお話をさせて
いただきますと非常に心強く、また助けていただいておりま
す。みなさん一般社会でバリバリとご活躍されている一
方、年間を通じて御霊神社の祭礼や行事に数多く御奉
仕いただいております。また、折にふれてその体験や魅力
を職場や御関係のみなさんに語っていただき、新しい会
員さんを連れてきていただいたりもしております。私などよ
り、よほど仲とりもちとしてご活躍いただいております。
　個人的には昨年はじめて開催した「もりのつどい」で、

近所の子供たちと会員のみなさんが一緒に境内で鬼
ごっこやかくれんぼを日が暮れるまで楽しんでおられた光
景が心に残っています。
　今後も氏子青年会のみなさんに気持ちよく楽しく御奉
仕いただける環境を整えていくことが事務局の使命であ
ると考えております、よろしくお付き合いの程お願い致しま
す。

御霊神社 禰宜　御霊神社氏子青年会事務局長
小栗栖　憲英

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

御靈神社
御霊会の発祥　平安京の古社

京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊竪町４９５番地
電話：075-441-2260
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