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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　武本　延美

◇会長就任のご挨拶
　このたび、京都府氏子青年連合会の前会長杉本寿一
氏の後任として、その職を引き継がせていただくことになり
ました石清水八幡宮青年会の武本延美です。どうぞよろ
しくお願いいたします。
　会長という身に余る大役ではありますが、５０周年に向
けて皆様の力をお借りしながら成功に向けて頑張ってい
きたいと思っています。
　まずは、私の自己紹介をしたいと思います。私が、石清
水八幡宮青年会に入会させて頂いたのが２２歳の頃で
すので早２２年が過ぎようとしています。入会した月日と同
じだけ青年会にいるのだと今実感しています。最初は、地
元の集まりで京都府・全国と組織があるとは知りもせず、ま
た興味もなく過ごしていましたが、地元の諸先輩方に可愛
がって頂きたくさんの経験をさせて頂く中、全国大会や京
都府の総会があることを知り、何度か参加させて頂きまし
た。転機が訪れたのは３０歳の頃だったと思います。
　一度地元を離れて生活したときに石清水八幡宮という
神社の存在が凄く大きな物であったと気付かされ、それ
から積極的に青年会活動をするようになりました。京都府
連合会に参加するようになったのは単位会の会長をさせ
て頂いた頃からだと思います。当時、京都で全国大会が
行われる準備の時でしたので、たくさんの方 と々お目にか
かる機会が多く仲良くなれたことも大きかったのではない
でしょうか。そんな中、４年前に全国氏子青年協議会の理
事として京都府より出向させて頂きました。全国氏子青年
協議会では、会長鷹野尚志氏・顧問大垣守弘氏に沢山

のことを勉強させて頂きました。私に
は大変尊敬する諸先輩･京都府の
皆様・単位会の皆様がいてこの職
を今回勤めさせて頂くだと感謝して
います。
　私の任期中にするべき課題は多
いと思います。平成３１年に開催さ
れます５０周年の準備は、すでに準
備委員会を立ち上げ着 と々準備を
していますが、２年間かけて５０年間
活動されてきた当会の諸先輩方の
功労を労うと共に、これからの５０年をどのように迎えてい
くのか考えていく大きな節目の時期でもあります。そういっ
た意味でも良き５０年の節目を迎えるように一丸となってい
きたいと思っています。
　私たち氏子青年は、それぞれの氏神様・崇敬神社へ
のご奉仕を盛んにすることで、神社の発展に寄与すること
が本分です。奉仕できる会員数を増やし地元で活動を密
にして頂くことで、強いては京都府の活動に活躍の場を
移して頂けるのではないかと思っています。各単位会に
私たちの立場でお手伝いできることがあればしていきたい
と思っています。
　するべきことは沢山ありますが、例年通り清掃奉仕やヤ
チマタ活動も積極的に行い活動していきたいと思います
ので、積極的な参加を頂きご協力の程よろしくお願いしま
す。

＜ 退 任 の ご 挨 拶 ＞

　この度、2年の任期を終えまして、会長職を退任させていただくことになりました。
この２年間に各氏青連の各単位会会長様はじめ多くの会員様各位、京都府神社庁長田中恆清様
をはじめ神社庁の皆様、関係団体の皆様、そして京都府下の神社関係者のご協力のおかげで役
職を全うできました事感謝の気持ちでいっぱいです。
　発足当初より在籍しております上賀茂神社青年会、田中安比呂宮司様はじめ神職の皆様並びに
会員の皆様御理解、ご協力も感謝・感謝です。
　振り返り思い出を語りますと、たくさんありますが、何を申しましても記念すべき第４２回式年遷宮、京
都府氏子青年連合会会長の時にご奉仕できました事、そして西陣織会館での交通慰霊祭では、氏

青連が初めて関係団の一団体として、岩屋太鼓・怜人としてのご奉仕ができました事などが思い出されます。
　まだ上賀茂神社青年会は発足して８年足らずの未熟な会でございます。各単位会にはご迷惑をおかけしつつ助けて
いただき「縁・絆」を活動方針のスローガンとして取り組んでまいりました。多くの方 と々のありがたき御縁もでき、絆で結ばれ
た２年間でございました。
　今後も皆様方との御縁と絆を大切に微力ではございますが青年会活動に励んでまいりますので宜しくお願いします。
　感謝・感謝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都府氏子青年連合会　直前会長　杉本　寿一　



「皆さんこんにちは」
　此度、御靈神社氏子青年会の会長を仰せつかりまし
た、有本隆洋でございます。
　私が、青年会に入会して、１５年になります。
日頃から、お世話になっている御靈神社の為に貢献でき
る様頑張っていきたいと思います。
何卒、ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
　青年会の活動としまして、４月の総会から始まり、５月の
子供神輿の巡行、１７日、１８日の御靈祭、７月２４日頃から
２週間ラジオ体操、土日は休みです。

　奉納写生大会は７月２３日の予定、８月１８日例大祭の
夜には御靈太鼓と小山郷六斎念仏奉納が行われます。
そして、昨年から青年会は、ビール販売をしますので、ぜ
ひ、お越しください。
　１０月には、昨年から、「ごりょうさん杜のつどい」を開催
する予定です。
　境内で子供たちを集めて、「駒回し、竹馬、鬼ごっこ、缶
けり、だるまさんが転んだ」などをして、みんなで一緒に遊
びましょう。みたらし団子も用意します。
１１月１８日には、お火焚祭のご奉仕があります。
１２月３１日、大晦日の夜には、かがり火を焚いてお待ちし
ております。
　最後に、これからも御靈神社氏子青年会をどうぞよろし
くお願い致します。

有 本 隆 洋

御霊神社氏子青年会
会　長

会長就任のご挨拶

御霊神社氏子青年会 主な行事
１月１日　　歳旦祭
　下旬頃　　伊勢神宮参拝　　　　　　　   　
２月３日　　節分祭
　１１日　　紀元祭
　末日頃　　祈年祭
３月中頃　　次年度準備
４月初旬　　総会
５月１日　　御霊祭 社頭之儀
第二週末　　子供神輿巡行
　１７日　　祭礼準備 他
　１８日　　御霊祭 渡御之儀
６月３日　　御霊祭反省会
７月下旬頃　ラジオ体操（10日間）
　　末日頃　写生大会
８月18日　　例祭・写生大会表彰式
９月　　　　夏行事打上げ
10月　　　　ごりょうさん杜の集い
11月18日　　火焚祭
12月31日　　かがり火奉仕・除夜祭
　　　　　　その他、毎月18日は早朝参拝
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　松尾大社氏子青年会は、昭和４４年９月に２０名余りの
会員で発足されました。入会前までは神社は近寄りがたい
所でしたが、しかし、今では月１度は必ず行くほど神社が身
近に感じられました。この氏子青年会の活動を通じ神道の
偉大さを感じることができ、自然と体が引き寄せられている
ように思え、私の中で非常に大きな意義を持っていると感じ
ております。
　さて、この氏子青年会は、松尾大社の一年間で一番大
きな祭典、神幸・還幸両祭の神輿担ぎの方が中心となって

発足したと伺っております。年を重ねる毎に会員数も増え、
活動内容も充実していました。しかしここ数年は新規会員
が入らず、賛助会員に頼らないといけない事態になってお
ります。正月の社頭奉仕に始まり、毎月フリーマーケット「亀
の市」、９月の八朔祭では、前日の盆踊り大会に行う夜店の
奉仕、当日の子供絵ちょうちん展、子供みこし大会の開催
他多くの活動を行っております。これは現在の会員数だけ
では到底実施できない内容で、その手助けを行って頂いて
いる賛助会員の皆様です。時には経験から来る助言や提
案を頂いて、当氏子青年会の屋台骨として活躍して頂い
ております。その姿を見ますと今まで行ってきた活動を継続
することの重要さを肌で感じさせることができる当氏子青
年会にはあるように思えます。これは普段の生活や仕事に
も生かすことができることであり、賛助会員の皆様と一緒に
活動を進めることで、賛助会員と会員の連帯感が生まれよ
り良い活動が出来ていると思います。
　今後もこの関係を大切にし、会員を増やすことによって、
もっと賛助会員様と協力し、氏子青年会を拡大していくこと
ができるように努力してまいります。

沖縄戦没者慰霊塔、京都の塔を訪ねて
　昨年の１２月１１日、１２日の両日、一泊二日の強行軍で神道政
治連盟京都府本部主催“沖縄・京都の塔慰霊参拝団”に参
加させて頂きました。歳の瀬の冷たい風が吹きすさむ京都から空
路で２時間、約１２００ｋｍの地にある沖縄は１２月とはいえ雲は大
きく低く、半袖で過ごせる気候でした。
　那覇市に到着後、慰霊参拝団の梶本部長を先頭に那覇港を
望む大きな崖の上に御社を構える浪上宮（なみのうえぐう）を正
式参拝。その御社の構えは我々が知る“お宮さん”のそれとは
少し変わっており、やはり手水舎もご本殿も琉球文化との習合を存
分に感じさせられるものでした。
　その後、宜野湾市嘉数高台公園内（かかずたかだい）の丘
にある“京都の塔”の前にて慰霊祭。
　この“京都の塔”とは、先の大戦で京都府下から出征しこの
地で郷里を想いながら激しい砲煙弾雨の戦闘に身を投じ、倒れ
たその数 2,536 柱の将兵御霊の冥福と恒久平和を祈念して建立
されました。またこの石碑も京都市左京区の鞍馬から産出される
“鞍馬石”を使用されており、子どもたちの笑い声が響く嘉数高台
公園の丘の上に今もひっそりと佇んでいます。
　慰霊祭では祭主が供物を捧げ、慰霊の詞を述べたのち神道
政治連盟京都府本部婦人部が巫女舞を奉納、諸事を経て真夏
の様な空の下で滞りなく慰霊祭を無事に挙行できました。
　この慰霊祭で最も印象に残ったのが祭主の詞の中にあった一
文での“郷里より遠く離れた沖縄の地で大東亜戦争に身を捧げ
云々”…
　この大東亜戦争という言葉は敗戦後、ＧＨＱにより禁止されその
後、“太平洋戦争”の名称を使うように強制されました。
　一部の政党や識者、市民団体は先の戦争を日本の軍国主義

賛助会員と会員の
　連携あっての活動

松尾大社氏子青年会
会　長

中 島 大 輔

まつのお

者による侵略戦争と呼び、糾弾しておりますが、元々あの戦争は
インドから東南アジア、中国大陸、日本列島に至る「東アジア（東
亜）」から欧米諸国の植民地政府を追い出し、彼らの人種差別
に苦しむ時代を終わらせ、日本を中心に「大東亜共栄圏」という
共同体を構築するという“大義”がありました。旧大日本帝国の
植民地政策を検証すれば、欧米諸国との違いは一目瞭然です。
　そのような大義と沖縄本島及び本土死守の為に京都から出征
し、この丘で命を落とした 2,536 柱の将兵を祀る京都の塔。その
戦争から７０有余年、慰霊碑を頂く嘉数高台公園の眼下には、
在日米軍海兵隊の普天間基地が広がり、オスプレイの編隊が空
高く飛行。この年の５月２７日には米国のオバマ大統領が広島平
和公園を訪問し慰霊碑に献花、そして年末の１２月２８日には安倍
信三首相が真珠湾を訪問し献花。
　日米相互がそれぞれ恒久平和について演説する。
　この嘉数高台の地に眠る英霊たちに対して、これ以上の鎮魂
は無かろうと思います。

松尾（まつのお）大社氏子青年会副会長　上野 文男
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◆岩屋神社　春祭報告
　４月２９日、今年も春祭が厳粛に斎行されました。本殿祭の最中に一時的な強い風雨に見舞われ、太鼓奉奏の場所を急
遽変更する一幕もありましたが、太鼓の会やボランティアの皆様の臨機応変な対応により無事滞りなく執り終える事が出来
ました。
　例年、椥辻地区有志の皆様には祭場設営等の事前準備から当日の露店奉仕、後日の後片付けに至るまで大変熱心
にご奉仕頂いておりますが、今回は更に女性メンバーや大塚地区・厨子奥地区の有志のサポートも加わり、年々賑わいが
増しておりますのは誠に有難い事です。春祭は露店奉仕や献茶・献花、音頭奉納など、氏子崇敬者の皆様方のお力添え
によって成り立つ祭典です。今後も奉仕する側、される側にかかわらず、地域や世代の垣根を越えた交流の輪が益々広が
ります事を期待しております。最後にいつもご奉仕頂いております皆様方に、この紙面をお借り致しまして心より御礼と感謝
を申し上げる次第でございます。

◆夏越大祓式の紹介
　“茅の輪くぐり”でもよく知られる夏越大祓式は、半年間知らず知らずに身に付いた罪穢を祓い、夏の無病息災を祈願する神事
として全国各地の神社で行われています。当社でも例年６月３０日の午後７時半から斎行しており、夜の涼しいひと時を過ごす多
くの家族連れで賑わいます。
　当社の茅の輪は神社の表門である平成御門と東祭場入口の２箇所に設えており、また岩屋こども園の園児等より奉納された
笹飾りが拝殿の四隅に飾られ、願い事を認めた短冊が夕べの境内に彩りを添えます。
祭典は祭場や参列者を修祓した後、山科盆地を見渡す平成御門より氏子地域全体を大麻と切麻を用いて祓い清める事から
始まります。次に参列者は銘々に切麻にて自己祓いをし、更に人を模った紙“人形”を用いて身体を撫でさすり息を吹きかけて心
身の罪穢を移し、それを瑞 し々い茅で覆われた火床で焚き上げていきます。宮司と共に参列者一同が大祓詞を幾度も奏上する
中、神職は古式ゆかしく解縄祓物の儀を行います。直会には抹茶と和菓子が接待され、岩屋太鼓の会の皆様による清興とともに
祭典終了後の楽しみとなっております。なお、人形の灰は翌朝神職の手によって氏子の皆様が再び清 し々い日 を々過ごして頂け
るよう祈りが捧げられながら山科川に流されます。
　いにしえより伝えられてきた大祓式は、現代においても半年毎に自らの生活を省み、浄明正直の心に立ち返る機会を与えてく
れる意義深い行事の一つといえましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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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　この度、下鴨神社青年会　会長を拝命いたしました山本
幸仁と申します。若輩者ではございますが何卒ご指導、ご鞭
撻よろしくお願い申し上げます。
　西野了前会長より大役を担うこととなり、微力ではございま
すが精一杯務めさせて頂く所存です。下鴨神社青年会に
入会させて頂いてから14年がたちます。その間に、御蔭祭り
や賀茂祭等伝統のある行事に参列させて頂き普段では感
じることのできない時間を体験させて頂きました。この時間を
これからは会員の皆様と共有し、共感できることを目指して
活動していきたいです。
　その為には何かできることを探し、関わりを持つことが大
切ではないかと思います。私は青年会に入会させて頂いて
から神社に参拝させて頂く機会がふえました。
　糺の森の四季の変化、春の若葉、秋の紅葉等近くにこん

な素晴らしい所があったんだなあと毎回思います。その中で
青年会は活動させていただいています。
　一人でも多くの方にこの輪の中に入っていただき和気あ
いあいと楽しみながら活動を行って行きたいです。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

下鴨神社青年会
会　長

山 本 幸 仁

会長就任のご挨拶

退任にあたり
　この度、任期を終え下鴨神社青年
会会長を退任させて頂く事になりまし
た。
　就任中は杉本会長はじめ府連執
行部、各単位会会長、会員の皆様に
大変お世話になり、又府連の行事に
も参加させて頂き感謝しております。

　就任させて頂いたのは、一昨年前の4月27日第34回式
年遷宮が終わり、下鴨神社青年会では1年で一番忙しい
お祭りシ－ズン流鏑馬神事、御蔭祭り、賀茂祭と祭事が続
き不安でしたが、諸先輩方のご指導、会員の皆さんのご
協力により何とか乗り越える事が出来た事でほぼ毎月行
われます行事を２年間事故、トラブルなく無事任期を終え
る事出来ました。就任当初は色々改善しようと思う事も有
りましたが、力不足で殆ど改善する事が出来ませんでした
が、私を支えご協力下さった皆様方誠に有難うございまし
た。又、この４月からは山本幸仁新会長のもと下鴨神社
青年会がスタ－ト致します。至らない点が多々あると思い
ますが、今まで以上に飛躍出来ます様京都府連の皆様
ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い致します。
　２年間本当に有難うございました。これからも宜しくお願
い致します。　下鴨神社青年会　前会長　西野　了

（５）

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
室 内 装 飾

〒606-8111 京都市左京区高野泉町６５
TEL（075）781-7614
FAX（075）721-6687

山 本 幸 商 店



上賀茂神社青年会
会 長

新　庄　　明

２年を振り返って

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

　平成２７年８月３０日、第７回定例総会より上賀茂神社青年
会４代目会長を仰せつかっております新庄明と申します。早いも
ので丸２年が経とうとしておりますが、今年８月の定例総会には
新しい会長にバトンを渡す予定でございます。
　あっという間の２年間ではございましたが、在任中には上賀
茂神社神職様、当会会員の皆さん等、様々な方にお助けいた
だき、また、ご協力を頂き活動できたと感謝しております。まだ少
し任期がございますが、最後まで会員全員で楽しく活動してお
こうと思っております。
　１番心に残っておりますのは、平成２７年１０月に行われました
上賀茂神社様の「第４２回式年遷宮」でございます。天皇陛下
のお供え物を神様に奉納する「奉幣祭」に私も奉仕させて頂き
ました。天皇陛下からのお供え物である「御幣物」が納められ
た唐櫃を担ぐ役で、当日は深緑の装束を着装し勅使と共に参
進させて頂きました。大変緊張し手足が震えましたが無事に奉

仕出来ました事は賀茂別雷大神様の御力に依るものと感じて
おります。
　会長を務めさせて頂いた事で、このように大変貴重な経験が
できましたのは私にとって生涯忘れることのできない人生の１ペ
ージとなりました。その他全国大会、府連活動、当神社の神事
など、今振り返りますとどれもが素晴らしい思い出となっておりま
す。ありがとうございました。
　又、平成３１年には京都府氏子青年連合会様が５０周年を
迎えられるにあたり、盛会をお祈り申し上げると共に、上賀茂神
社青年会では結成僅かの会ですので微力ではございますが
精一杯務めさせて頂きます。
　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、ご多幸をご祈念申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。

上賀茂神社青年会活動を通じて
　皆様こんにちは上賀茂神社青年会事務局の晴山です。
　平成２８年４月より、上賀茂神社青年会事務局を担当させて
頂き早１年が経過しました。
　その間、先輩方からは、様々な場面に於いて、ご指導ご鞭撻
を頂き厚く御礼申し上げます。
　光陰矢の如しとは申しますが、この１年はあっという間で目まぐ
るしいものでした。青年会の活動は印象に残ったことばかりです
が、その中でも６月、境内の神饌田に於いて行われた「御田植
祭」、十月に行われた「抜穂祭」があります。稲作経験が全くなか
った私にとって、細かな管理がわかっておらず、ご迷惑をお掛け
したこともしばしばありました。
　昨年、青年会の奉仕で３年目となった「御田植祭」。神社で購
入した早乙女衣裳に袖を通した会員息女等奉仕で泥まみれに
なりながら賑やかに行われました。私自身も初めての体験に胸躍
らせ、作務衣姿で田んぼに飛び込みましたが、足を捕らわれ、しり
もちをついてしまい苦い初体験となりました。会員有志のご協力
で無事に手植えを完了して以降、祭典の事ばかり気にしていた
私にとって稲の生育に悩まされることは予期せぬことでした。
　もとは鹿、イノシシ等の食害に遭っていたこともありましたが、高
いフェンスを設けることで、解決したものと安心しきっていたので
すが、鎮守の杜に囲まれた上賀茂神社の神饌田は日照時間が
短く、水温が極めて低いという立地であり、決して恵まれた環境
ではありません。その上、多くの雨量に見舞われた日にはせっかく
撒いた肥料諸共、神饌田の外へ流されてしまい、稲はいもち病を

患ってしまいました。地元JAにご相談申し上げたところ、いもち病
用の薬を撒き、病気を抑えることが出来ました。また日照の難もさ
ることながら、風通しの問題もあるので、神饌田周辺の草を刈る
ようにとの助言も頂き、少しずつ改善の方向へと向かっていきまし
た。
　秋になり、抜穂祭では、会員子息、息女等によって、稲刈りを行
いました。それまでの状況もあり、決して豊作という結果にはなりま
せんでしたが、例年通り上賀茂神社の新嘗祭のお供え、また伊
勢神宮への献米までこぎつけることが出来、ホッと胸をなでおろ
したことが昨日の事のことのように感じます。
　本年も、その時期となっておりますが、１年目の経験を活かし、
より多くの収穫を臨めるよう努力して参ります。
また、昨年１１月には氏子青年のつどい主管単位会として、各単
位会から多数参加のもと、上賀茂神社での正式参拝並びに周
辺地域のご案内をする機会に恵まれ、上賀茂のことを少しでもお
伝え出来たものと思っております。

　おかげ様で８年目を迎えた
上賀茂神社青年会。新しい
事業にも挑戦しつつ実りある１
年になるよう会員の皆様と一
致団結して参りますので、今
後共宜しくお願い申し上げま
す。

賀茂別雷神社　　　
権禰宜　晴山　昇

（６）

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



　当青年会は京都府氏子青年連合会の中でも早くに設立
した一つで、約５０年近く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いる中、何とか工夫して会員を
集め、現在は４０名を超える組織となっています。
　鎮守の杜は地域の憩いの場であり、心を落ち着かせる
場、また体をリフレッシュ出来る場でもあります。青年会と致し
まして、このような素晴らしい環境で活動できることを感謝し、
他の青年会の活動等を参考にしつつ、神社と青年会員が
一体になって、地域の方達に親しまれる活動を続けていこう
と思っております。

主な年間活動
４月下旬（長岡京市観光まつりに合わせて）
　　「キリシマツツジ苗木販売」、「お神酒授与」実施
８月２５日
　　「夏まつり」開催
１０月２５日
　　「長岡天満宮神相撲」協力
１２月３１日・１月１日
　　「甘酒接待」、「年越しそば」、「餅つき」実施
２月３日
　　「長岡天満宮節分祭」協力

事 務 局 よ り

長岡天満宮青年会
事務局

中 川 正 盛

建設機械レンタル・販売・修理

代表取締役　谷 川　聡
京都府長岡京市神足拾弐五番地の一

ＴＥＬ（０７５）９５６－４１３１　FAX（０７５）９５１－１９５５

京阪リース 株式会社

（７）

ご挨拶
　　私は昨年度、長岡天満宮青年
会に入会させて頂きました、村井一雄
と申します。仕事は大阪で設備設計
事務所を営んでいますが、住まいは
長岡京市にあります。平日は仕事で
殆ど大阪に居ますが、週末は主に地

元で行動しています。
　入会するきっかけは、伊東先輩からお誘いを受け、地
域の為に何かを成そうとされている人達の力に少しでもな
れたらと思い入会を決意しました。普段、四季や歴史に疎
い私でも行事に参加する事によって、先人から受け継が
れてきた文化を肌で感じられ、心が豊かになるものと考え
ています。
　８月の夏祭りのお手伝いをさせて頂いた時は、来場す
る人の多さと露店を切り盛りする皆さんの団結力に圧倒
されたと同時に、係わる人間が多いと出来る事の可能性
が広がるという事を実感しました。また、行事で寒空の下、
相撲をとる事がありましたが、年配の女性にまわし姿の写
真を撮られ非常に恥ずかしい思いをしました。
　今後は、先輩方を見習い、可能な限り行事に参加し係
わっていく事で、地域に少しでも貢献出来る様に努めたい
です。　　　　　　長岡天満宮青年会　村井 一雄

ご挨拶

　みなさんこんにちは。長岡天満宮

青年会の菜島拓朗と申します。

　長岡京市に生まれ育ち、家業の葬

祭業の傍ら地元の団体等の活動も

行っております。長岡天満宮は家からも目と鼻の先で、幼

少の頃から親しみのある場所という事で、氏神ではありま

せんが青年会の活動をさせて頂いております。

　入会してから初詣や夏祭り等でのご奉仕に携わらせて

頂く事で、氏神であるかないか関係なく生まれ育った地域

に少しでも恩返しが出来ていればと思って活動しておりま

す。様々な活動を行っていく中でまだまだわからない事も

沢山ありますが、伝統をしっかりと受け継ぐと共に、自身の

成長にも繋げていける様に今後も活動していき青年会を

盛り上げて参ります。　長岡天満宮青年会　菜島 拓朗



石清水八幡宮青年会
会 長

津 田 誠 樹

　このたび、平成２９年３月の総会をもって図師具徳前
会長のあとを引き継ぎ石清水八幡宮青年会第２５代会
長を拝命いたしました津田誠樹（もとしげ）と申します。各
単位会の皆様、よろしくお願い申し上げます。
　国家第二の宗廟と称された石清水八幡宮において、
先輩方が築きあげてこられた歴史ある青年会の会長職
を務めさせて頂くにあたり、大変光栄であると共にその
重責に身の引き締まる思いです。
　さて、本会は２年後に創立５０周年を迎えます。

　先輩方が取り組んでこられた高良社祭献灯事業、勅
祭石清水祭奉仕、鬼やらい神事奉仕、お田植体験・稲
刈り体験等の神事奉仕や各種活動を通して、次代を担
う会員と一丸となって本会の伝統の精神を継承し、和を
もって石清水八幡宮や地域社会の発展に寄与してまい
ります。
　また、京都府氏子青年連合会の活動につきましても、
全国氏子青年協議会定期大会、氏子青年の集い、ヤ
チマタキャラバン隊等の参加や奉仕活動により、各単位
会の皆様との交流を通して、より一層の青年会活動が
できますよう情熱をもって取り組んでまいりますので、今後
ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上
げます。

氏青と神青の活動を振り返って
　私は平成１７年に石清水八幡宮
に奉職して、翌平成１８年より石清水
八幡宮青年会事務局を拝命して現
在に至っております。もう１０年近くに
なりますが、石清水八幡宮青年会の
会員の皆様とは、本当に様々な活動

を一緒に行い、充実した時間を過ごすことができました。
また平成２２年からの2年間、京都府氏子青年連合会
の事務局次長として京都大会の準備を始め府連の活
動にも参加させて頂き、多くの青年会員と知り合うことが
できたのも良い経験となっています。
　私たち青年神職は、４０歳以下の神職で活動を行う
京都府神道青年会という組織に所属して、社会奉仕活
動を始めとして様々な活動を展開しております。氏青と
神青は、よく車の両輪に例えられています。どちらの会が
欠けても京都の神社界のみならず、社会が動かなくなる
重要な存在であることを示している言葉だと思います。
　氏子青年会の皆様からは、自分が若かったこともあ
り、一社会人としての常識や活力を学ばせて頂き、また

愛国心や郷土愛、神社護持への熱意を強く感じ、影響
を受けてきたと思っています。また京都府神道青年会の
活動からは、青年神職として神道人として、この社会とど
のように接していくべきか、微力ながら自分にできることは
何であろうかと考え、志を同じくする同世代の仲間達と
出会うことができました。
　いよいよ京都府神道青年会の活動も、残り2年となりま
した。もう神青の活動も終わりかと思っておりましたが、平
成２９年７月より事務局長を拝命する運びとなり、その責
任の重さに恐縮しています。まだまだ未熟な身ではありま
すが、京都府神道青年会の伝統を受け継ぎ、氏青の皆
様方ともより一層の懇親を深め、一緒に活動を展開して
いければと思っております。
　氏青と神青、今後とも新車の両輪の如く、ともに全力
で駆けぬけていきたいと考えておりますので、京都府氏
子青年連合会の皆様方、ご指導の程何卒宜しくお願い
申し上げます。

石清水八幡宮青年会事務局　田中　博志

会長就任あいさつ

（８）

武　本　延　美
〒614-8038　京都府八幡市八幡園内6 - 1
ＴＥＬ（075）981－2836　ＦＡＸ（075）983－4460
E-mail:nobutake28@mtg.biglobe.ne.jp

〒614-8001 京都府八幡市八幡科手2-6
phone 09099840248

オーナー　成田健児

株式会社 武本工務店
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	6P上賀茂のコピー
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