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◇京都府氏子青年連合会40周年を迎えて

　謹んで新年の祝詞を|11し」1げます。

　昨年は天皇陛ﾄﾞ御即位二十年・天皇皇后㈲陛下御成

婚五十年という誠におめでたい年でございました。当

会にとりましても設立四十年を迎え重ねて記念すべき

一年となりました。区切りの年を無事過ごせ新たなる

年を迎えられること誠に有難く存じております。そし

て、皆様方におかれましては清々しいお気持ちで希望

の年を迎えられました事、ご拝察しお慶び申し上げま

す。旧年中は京都府氏子青年連合会の活動にご理解ご

協力賜わり誠に有難うございました。おかげさまで関

係各位のご協力とご配慮により各種行事が恙無く執り

行えた事、有難く存じております。年頭に当たり日頃

のご厚情に感謝し皆様のご健康とご活躍をお祈り申し

上げます。本年も引き続き倍T日の御支援とご厚情の程

よろしくお願い申し上げます。

◇新単位会加盟!!

　さて、昨年八月には賀茂別雷神社様より上賀茂神社

青年会か設立され、当氏青連に加盟頂ました。新たに

100名近い会員が加わり大変嬉しく心強く思っており

ます。また、各種行事におきましては恒例のキャラバ

ンカーによるヤチマタ募金キャンベーン活動や向日神

社様に訪問し清掃奉仕を執り行わせていただきました。

そして、十一月の天皇皇后両陛下ご入洛に際しまして

は、御奉迎のお手伝いを実施させていただきました。

また、桧尾大社氏子青年会主管によります「京都府氏

　　＜平成21年「氏子青年の集い」開催〉

　本年度の｢氏子青年の集い｣は松

尾大社の担当で､11月29日(Ｅ)に､34

名参加のもと開催となりまLた。

　午後1時に集合､1時30分に正式参

拝の後､神轍さんから松尾大社の由纏や、

重要文化財である本殿の松尾迪りや

暮殴､斗組などの説明を頂き､庭圃や

宝物館をご案内頂きました。

　そして3時より懇親会｡今回は桧尾大社の御神徳から､日

本酒を勉強する研修会を兼ねた形式とし､講師を松尾大

社の西村権禰宜さんにお願いしました｡古代の製法を復元

醸造した濁酒や､一週間前に瓶詰めされたばかりの新酒、

17年寝かせた古酒など､6種類の日本酒をご紹介頂きました。

　普段は何気なく飲んでいる日本酒の､日本文化としての

一面を感じることができた一日でした。

　　　　　　　松尾大社氏子青年会会長西田勉
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京都府氏子青年連合会発行

題字は田中偕清京都府神社庁長
　　　　　　　　　　　　　-－

青の集い」も松尾大杜様の格別の

ご配慮と御協力で大変充実した内

容となりました。当会といたし

ましては引き続き組織の拡充に

力を注いでおります。各お宮さ

まにおかれましては氏子青年会

を結成頂き氏青連のお仲間にご

加入いただきたいと思っており

ます。

◇全国氏子青年協議会全国

大会開催決まる!!

　昨年七月に開催された全国氏

青協新潟総会において平成二十･
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京晶府氏子青年ど汝

会長大垣守弘

　Ξ年七月京椙府氏子育年途合会主管による第四十九回

　総会が京椙の仙で行われることに決宝ＬまＬた。京都

　での開値ほ十年ぶりの事であり、昨年末より実行委員

　会を立ち上げ準備をはにめております。関係各位の皆

　様におかれましては併せてご支援のほどよろしくお劃

　い申し上げます。

　　締めに、国内外とも経済環境が大変厳Ｌい昨今では

　ございますがこの様な時代であれぱこそ、我々氏子が

　お官の文化の伝承者とＬて行動することが人と蛤域の

　繋がりを高め、より良い地壇環境づくりに貢献Ｌ心の

　担い手とＬて括躍Ｌ神杜界に賃献することを誓い、新

　年のご挨拶に代えさせていただきます。本年もと'うぞ

　よろしくja‐いいたＬます。

＜第6回京都府下神社漓掃奉仕向日市｢向日神社｣〉

などを漬拶車仕し､良い汗を流して済々しい気分で､正式

参拝をご斎行いただきまＬた。

　その後､六人茄富司様より､神社の由来や歴史､見事な

障壁涵などについて詳しくご説明いただき､その文化の一

端に触れさせていただきました。

　さらに､重文の｢六人部本｣

と呼ばれる日本書紀巻第二の

実物を間近に見させていただ

くという､貴重な体験もさせて

いただきました。

　宮司様はじめ奥様には､大

変温かく迎えてくださり､ありが

とうございました。

　お世話になりました。
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謹賀新年

長岡天満宮青年会

　　　会長

三宅　芳朗

　明けまＬておめでとうごさ･･います。希望にあふれる新年をお

迎えの事と存じます。

　さて､昨年度から馬田基前会畳のあとを引継かせて・き､長

岡天満官青年会会長を拝任させていただいておりますΞ宅

芳朗です。

　浅学非才の身ではござ･いますが､今後は会畳といたしまＬて

当会に腫せられた社会的責務を果たすべく｡努力Ｌてまいる所

存でござ･います｡どうぞ､倍旧のご支援､ご鞭菰を謳りますよう宜

Ｌくお顧い申Ｌ上げます。

　歴史と鰻あふれる長岡京で生まjt冑ち､幼少の頃よりＬたし

みのある長岡天満宮の氏子青年会の会長として､伝銃の灯を

絶やすことなく受け継き･･､古きよき時代の面影を後慢に残Lてい

くために､若者から老人までｔ代を趨えた人と人との繋がりの

機会を作りていきたいと考えております｡私白身｡一人では何も

できない若豊者ではございますが宮司様はじめ自権会･青年会

の先輦方との交流のなかで､切磋琢磨Ｌ成長していきたいと思

います。

　また､40珊年を迎えられました､京都府氏子育年達合会･大

垣会畳の下､広報活動等に対Ｌても稽梱的に参加していきた

いと思いますので､ご指導のほど宜しくお願いいたします。

　このような場を与えてくださ・た天満宮関係奢の皆様､本当

にありがとうございます。

皆様のご多幸と世界の平和を心よりお析り申し上げます。

P.S.9月23日(水)秋分の日

　向日神社にて清番車仕活鋤に参加させていただきまＬた。

落ち葉を拾い集めながら秋の訪れを惑に､マイナスイオン浴｡と

ても気持ちよかったです。

　涜播後､美味しいお茶をご馳走いただきまＬて鍼にありがとう

ござ･いました。

　その後､別室にて日本審紀を抑見させていただき｡日本の歴

史に触れる事ができました｡貴重な休叢をさせていただき､とて

も勉強になりまＬた。

　向日神社の皆様本1iこありがと弓ございまＬた。

皆様､風邪など召さないよ弓お身体ご白愛下さい。敬具

神相撲､子供神輿巡行

　秋の空に太鼓の音を響かせる｢開田子

惧神輿｣が10月25日に巡行されました。

　神輿の巡行に先立ち午前中､長岡天満

宮で神相撲という相撲神事を行いました。

　私と栢撲の相手か天渦宮に集合し､拝

殿に上がりました｡宮司による修鞍があり、

頭を下げた姿勢のままでお耀いを受けまLた｡祝罰嘸上等の峻、

神前に玉串を捧げて拝札LまLた。

　その後､サラシをまき､境内に殷けられた士俵に向かいまLた。

手水をL､塩をまき､相檎を2番とりました。

　かたちだけのものですが､蛙初は私が勝ち､2番目は､相手が

勝ちました。

　25日は天神様のご槽日なので､月次祭【縁日詣り】に参拝さ

れた方等が見物され､時折､歓声がおきていまLた。

　午後からは､池元自治会館に集合し､神職か祝飼を審上L

た後､市街地や小学校前を練り歩き､長岡天満寫で参押Lた後、

解散LまLた｡

　神糞は､天満官に保管されているものを､油元子債会が圭体

となり､自治会､白警団､体育振興会､氏子脊年会が協力する

形で巡行LまＬた。

　太鼓､欄子舞､神輿の湘に出昼､法被姿の子供達が太鼓の

ほやLに合わせて｢わりしょい｣の掛け声と供にカ強く神輿をひ

いて､祭りの熱気を盛り土げました。

　祭りは､太鼓の音が響くと､自宅の窓を團けて子俄神輿に見

入る人や､獅子舞に｢顧がよくなるで｣と子倶の圖をかじらせる

親もおり好評の弓ちに暮を閉じまLた。

　私は子供神輿の誘導を、

他の団体役員と共に担当し

ました。

　天満官には､残念ながら大

人用の神輿はありませんが、

子供神輿巡行に関わること

により神輿に参加できました。

　この様な行事を通じて､私

達が先達となり､将来を担う

子惧達に伝統文化を継承し

ていけたらと願っております。

　　　　　　　黒田はじめ

J惣レ
トラベル長岡

代表者頼野和雄

京都府知事登録３６９劈

是岡京ｍ神足太田２１-１７
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新年のご挨拶

石清水八幡宮青年会

　　　会長

東村俊一

　斬年あけましておめでとうございます。

旧年中は氏子安年活動にご協力を賜i】誠にありが

とうごさ｡･いました。

　昨年は、色々な単位会が４０周年を迎えて、式

典等の行事に参加させていただき、日々勉強させ

て頂きました。本年は、私共石清水ハ幡官青年

会設立４０周年の記念すべき年に当たります。

　そこで４０周年記念事業とＬて、「将来の石清

水ハ幡宮と八幡市」をモチーフにしたジオラマ製

作をＬようと考えています。

　石清水ハ幡宮の参詣口ともいえるハ幡市駅、そ

こから多くの参拝者、賑わいをみせる街差みとい

高良神社ちょうちん・まつり

　毎年、7月中旬に石清水ハ幡宮の放において「た

いこ祭り」が闇値されます。

たいこ祭りの名脇役としてあげられるのが整然と

並べられた釣４００個のちょうちんです。

　ちょろちんは宮入りが行われる参道や、

石清水ハ幡宮の摂社である高良神社の本

殿と拝殿周りに配置され、祭りの雰囲気

を盛り上げます。

　ちょうちんの点灯に先立ち「ちょうち

ん夏まつり」を催し、地域の子供たちを

中心に会員の皆とさまざまなイベントを

協力して行い、地元の氏神様である高良

神社や石清水ハ幡宮をより身近に感じて

もらおうと活動しました。

また「奉祝天皇陛下御即位２０年」を

掲げることができ皆で奉祝することがで

きたことも良かったと思います。

　先輩の方々から受け継がれている「ち

造園環境石材・設計・施工一管瑚

轄前芸柱土田浩一
〒614一回03S京都府八幡市ハ幡園内15

TEL10751】981-4008 FAX{0751991-0185

E－mail:ueda2ouenl｡mac.ccm

II :j 】

う将来像を考え、八幡市駅周辺を門前町と位置づ

け長い歴史や伝統文化に加え更なる発展に貢献し

て行きたいと思っています。

　先日、青年会で静岡県の三崎大社、浅間大社な

ど由緒ある神社を正式参拝させていただく機会に

恵まれ、その門前町を目の当たりにし更なる製作

意欲がわいてきました。

　本年度も引き続きご指導ご鞭捷賜りますようよ

ろしくお願いいたします。

―
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ょうちん夏まつIJ」も今回で２３回目を数えるこ

とになi〕ます。これからも楽Ｌくこのイベントを

続けていきたいと思います。

　最後になりましたがご協力いただきまＬた関係

者の皆色ま本当にありがとうございました。

　　　　　　　高良神社献灯実行委員長松浦誠
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リフォームのことならリベアショッブモリタ

森田建築鉄工
干614一8038京都府八幡市八幡園内31-4
TEL(Oﾜ5)983-305ﾜFAX(075)981-0570
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新年を迎えるに

　　　　　あたって

御霊神社氏子青年会

　　　会長

山下太郎

　明けまＬておめでとうございます。会長として２度目

の新年を迎えました、この関↓こ様々な方と出会い、いろ

んな経験をさせていただきました事に略譜申し上げます。

ところで最近は仙に手を合わすという事が少なくなりま

した。そこで思うごとの一つに日本人の倫理観がかなり

変わってきたと感じます。まだまだ若輩者の忿がおこが

ましいとは存じますか、かつての日本人には「恥を蛇る」

という観念を持うていたように思います。女性で言うな

ら「はしたない」とも言い換えることが出来ますでしょう。

はＬたないことを恥とＬて嫌い、厳Ｌく或めあｇたよう

な感性が鈍くな、ています。たとえば人前での化粧はな

新書に懇うこと

　新年明けまＬておめでと弓

ございます､．

　この度、御霊神社氏子青年

会に新規入会致しまＬた、藤

田育子と申します．まだまだ

未熟者ですが．一つでも皆様

のお役に立てゐよう、努力していこ弓と思りています。

よろＬくお願い致Ｌます。

　さて、昨年を振り返･ｺてみて、皆様にとって平盧２１

年はどんな一年だったでＬょうか？

　世間では、りーマンショックに端を発する世界同時不

況から１年が経過し、世界経済はまだ回復の途中にある

状況です。

　私個人に目を向けてみると、昨年lir激変の１年」で

した。３０疸という節目を迎える年にあたり、仕事や人

間関係、そういった全てが一変ＬまＬた。そして新たに

出会りた全ての方々に支支られて今の私が存在Ｌます。

ご縁というものの不麗謨を痛感した一年でもありまＬた。

　男気を出Ｌて、新たな環堵に踏み出したからこそ、新

たに得るものが多かりたと思います。その中でも一番の

4朱ｉｕヽ４大垣書店

　　　　　　　1戈ａａｒｉ大垣守弘

〒６０３-８１４３京都市北区小山上総町１４{北大路駅前}

　　　　　　ＴＥＬ(０７５)４１４･０７６９

　　　　　　ＦＡＸ〔０７５〕４４１-３７２７
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ぜだめなのか？簡単明瞭です。はしたないからです、は

したないことはしてはいけないからです。終戦まじか日

本人は以前の生活がようやく戻ってくると考えたそうです、

ところがいざ蓋を開けると個人主義と成果主義のもとで

復興がなされ日本人が持っていた本来の価値観とはまっ

たく違ったものが根ざしました。それかその結果として

現在の我々の価値観となっています。決して良い悪いの

問題ではないのですが少し違和感が漂っているように思

います。話が大きくなって参りましたが、地域に根ざし

た神社の存在がこれから大きな役割をになう次代が来る

のではないでしょうか！もちろん何もしないで白然復興

するわけではありません、我々氏子青年会がその役割を

担っていく存在であると考えます。そのためには私たち

自身が歴史を学び良い価値観を持った生活をする必要が

あります。ただ手を合わすのではなく精神の伴った行動

をすることが大切です。人間は信念とか思いによって行

動が変わってきます、同じ行動をとっていても思いか変

わるだけで結果か変わってまいります。古き良き習慣や

倫理観を取り戻すべくこれからも青年会活動を進めてま

いりたいと思います。

実感は、「失政というものはない」という事です。今ま

での私は、失敗しては後悔するｊとの纏り返しでＬた。

過去に囚われて未来に目が向かない。そんな事も多々あ

りました。

　よく言われることですが､過去は変える事11できません。

変えるべきなのは自分の気持ちなのです。失敗は学ぴで

あり、囚われるべきものではないと教えられました。

　今の自分は過去の蓄積で存在しています。自らを振り

返ってみて、全ての出来事に惑寵をし過去の自分を全て

受け入れる事で、上を向いて泌ける自分になれまＬた。

これが、私の一番の変化だ。たと凛にています。

　そして世間に目を向けると、全ての出来事は起こるべ

くＬて起ご心ているのであり私たちに何かを教えている

のかもしれません。

　新たな一年を迎え、皆様１決意を新たにされている事

かと思います。今日一日の「よかりた」が客種さ」1、素

晴らＬい一年となりますように、祈念しております。

　神道については仙譜も少なく、未知の世界ですが勉強

して頑張っていこうと思います。著様色４とご教授宜Ｌ

くお顧いＬます。

　　　　　　　　　　棚雲柏社氏子育年会�田育子

和洋ブライダル・・宮●り・ｔ五Ξ・成人式

入�／入孝一家塵・・・ZS－トしート・笛明・・

ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵｸﾚｱ=レ

〒602-0936京都市上京区武者小路新町西人ル

TelOワ５（４１４）１２３０Ｆａｘ０７５（４１４）１２３２

ｈｔｔｐ：//www.creareco.jp.E-mall.mall＠creare.co.jp



会長

西田 勉

　みなさま新年あけましておめでとうございます。ど

うぞ本年も宜しくお願いします。

　さて、昨年の「氏青京都」で申Ｌ上げておりました

通り、我々松尾大社氏子青年会は本年結成４０年を迎

え、その記念式典を去る７月５日（日）の開催いたしま

した。

　当日は神社関係の方や他の氏子青年会の方など大変

多くの皆様にご出席頂き、盛況の元に終えることがで

きました。

　記念式典の挨拶で、私は今の仕の中と神社贋係を思

い1神社は地域の中心にあるべき」と申し上げまＬた。

私のお勤めのお店

『焼酎Barかなすとーた』

　今回は､三条先斗町下ルと町中にある居酒屋さんを紹介

します。

　ま3酒を飲f｣･のに絶好の場所にお店はあil ｡加を開けば約

100種畑のお酒が所狭Ｌと並べられており､その様子にまず

驚かされます。

　焼酎Bsrだけあって､他の13店では飲めない珍しい焼酎

から梅酒､ビールに泡盛まで有ります。日本酒もこだわりの店

主が季節にあわせ､色４準備されているので日によ。て違弓

１酒が飲めるのもオススjなところです。

　料理で債の一押しはボリューム満点の焼そぱです｡・莱

もた、ぷりで､なにより僣が翁味しい!

　営業時間は､なんと朝5時まで｡2次会や3次会でも時間

の心配はいりません。

　これからの季節､宴会ﾌﾟﾗﾝ(特製鋼は最高に美味Lいです)

もあるので大勢でも大丈夫です｡飲み放題セットなら幹事さ

んも安心ですし､飲み放馥の時間も長いのが魅力です!

　一入で行ヽても､大勢でも気軽に店主さんが迎えてくれる

ので､一度足を運んで見て下さい!!

･!ｉ

　私は、神社は古くから生活の･一部だ･と考えます。境

内の木々の色づきから季節を感じ、子供達にと、ては

避ぴ場所であり、お祭りに出|］･内上げて参加するなど、

神社は身近な所でＬた。しかし、近年は神社に行くの

はお正月やお祭りく･･らい、後は旅行や観光で訪れるな

と’。昔のような氏神きんの宣雄が薄れて来ているよう

に感じます。

　松尾大社氏子青年４では、９月に開催されるハ朔祭

で|･ま昭和５１年よりj｀倶みこし大会や昭和５３年より

子供給提灯を開催。平成１７年より和太鼓●糾事業な

と･。氏子青年会とＬでも参拝者を増やす目的で各事業

を行って参111まＬた｡

　平成５年から開催のフリーマーケット「亀の市」で

は、おかげさまで毎月多くの方にお越Ｌ頂き、定着し

た催しとな･ってjaります。最近は新聞などで、神社

のお祭りを復活され地域の活性化を図るなど、神社を

中心とした行事を開催きれていることを耳に数します。

非常によい傾向だと思いますし、我々もその波に遅れ

る１となく、これからの青年会活動を行ってまいりた

いと思っております。

〒604-8002

京都市中京区先斗町通

　三条下る石屋町123

　　三和ビル2F

電話075-255-9922

定休日火曜日

営業時間

19:OO～翌5:○○

　カウンター６席

　テーブル３席
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　庭のお手入れ･施工
戻

小島庭回心認詣乱

吸きたてのあられ各種　　　　　　　偽友

之ﾐ
諮≒言ご　愉た沈剱廂てき

　＠ナルミもあられ　　　　　鳴　海　屋

　　　ぶヽあられ　　右京区高辻通天神川西150m

　　　　　　　　　　　TEL(075)881－0881
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新年の御挨拶

岩屋神社氏子青年会

　　　会長

吉田正光

　日頃より､｢広報訪氏膏京都｣を御愛読の皆様方､新年明

けましておめでとうござ･います。

　昨年度は岩屋神社氏子青年会の活動に御理解を臨|】､誠

にありがと弓ございます。

　本年度におきまＬても昨年度|司様に､皆様方には当青年会

の活動に御理解を臨ります様､宜Ｌくお願い致じまオ｡

　この場をお借りして､当青年会の昨年度の活動報告をさせて

いただきたいと麗います。【春祭|】｣・｢秋祭り｣･｢年末参仕｣の3

つの行事が中心であります。

　秋晴れの中､昨年度も｢秋祭り｣が氏子地域にj日いて神輿巡

行並びに子供1･興が盛大に行われ､氏子蝕域の皆様方lﾆは

活動の様子

ブ
ー
ｒ

Ｍ
Ｑ
１
．
、
ｈ
．
‘

大変暖かく御神輿を迎えていただき､非常に盛り上が11まＬた｡、

　これも氏子地域の皆様方の御協力の賜物であると思いま寸。

ありがとうございます。

　綾いて､｢年末奉仕｣が大晦日の夜から新年にかけて行わj･L

ます。｢年越し蕎麦｣４年畝Ｌ善哉｣・｢干支ます｣の販売を行

りており､初詣をされた後に参押1!j1た方々には､おかげさまで

好評であl】ます。

　毎年のことなか･らではありますが､｢年末畜仕｣を行いながら

気が付いたら新年を迎えているという御馴染のパターンであ1]ます。

たまには､｢紅白歌合戟｣をみてから｢ゆく年くる年｣でも見て､新

年を迎えたいんですが…!笑】

　冗談はさておいて､このような形ではあ句ますが当青年会の活

動が活発に行われたことによl〕､きらなる結束が出来たものと恵

います。

　最後に､当青年会におきましては､ここ数年来､年々､会員数

が激減してj咄ます｡現状､非常|ﾆ廠しい状況下ではあ|】ますが、

会員一同､本年度も一致団結をして活動に取り組Åでいく所存

であります｡今後とも皆様のご指導､ご鞭撞を賜りますよう､宜し

く・願い申し上げます。

　本年度が皆様にと･ｺて血い年であることを願いまして､当青

年会から皆様方への御挨拶とさせていただきます。

　本年度も宜しくお難い申し上げます。

　社会福祉法人岩屋福社会

岩屋保育園

　　園長室田一樹

ＴＥＬ（０７５）５７１－５７９０
ＦＡＸ（０７５）５７１－５７６０

漂鳥　　励ｍａｚｏａ

　　京滋マツダ守山店

　　　　〒524-0012滋賀県守山市播磨田日J86-1
　゛苛

|

芸ﾂﾞ。√⊇ご二こ
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双葉葵の育成について

下鴨神社青年会

　　会長

　　　　　　　　　　　　　小松隆志

　あけまＬてjsめでと弓ございます。

　昨年４月に当会の会長を引き継いで以来、なんとか大

通なく新年を迎えられましたことを、まずは感謝Ｌたい

と思っております。

　昨年の、当会の氏青達活動1ﾆおける大きなｉ来事に、

新潟での氏青全国大会において、双葉葵の育成事業につ

いて、指定氏子青年会のご指定をいただいたごとがあり

ます。

　下鴨神社では、御薗祭や賀茂祭（葵祭）などのお祭り

には、双葉葵を欠かすことはできませえ。その双葉葵は、

古来より氏子地壇より供出されていまＬたが、近年の嘸

境の激変から、生育数が大変少なくな・てきてj9ります。

　ことに、この時期に行われる流鏑馬神事で1ま、毎年青

年会が双葉葵と桂の葉でお守りを錐・し頒布させていた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ？！

だ･いていますが、昨年はそれに使う双葉葵が足りない、

とい弓事鮑にまで至りまＬた。

　･ﾄﾞ鴨神社で11以前から、当地の白生穏の双葉葵を守る

べく、その栽培に力を尽くＬてこられていますが、ごれ

を教lllとして、青年会でも何かそのお役に立てることは

ないかと考えておりまＬた。

　ちょうどそのころ、全国氏寄越副会長の鷹野様より、

懸案の事業があるなら助成を受けられる制度を利用して

はど弓か、とのja誘いをいただき、ありがたくお受けす

るごとにＬた次第です。また、その申鵬に際しては、大

垣会長にも多大なご尽力をいただきまＬた。ありがとう

ございました、

　ご指宏をいただいたことで、早くも、葵桂お守りに使

う双葉恭は会員の手で育成したもので、という２年先の

夢を想い描いていますが、まだ実－

際の活動は今年から。まずは最初　　　-･白一●●

の儀式である株分け式を、神社の

r

変動　。･

ご指導のもと１月末に行うことに●ls一巻鳴皐為政

なっております。
－

゜噴嚢を公価吋音別i蔵灸

ご指定と著様のご尽力に見合弓　・:!r1●鳶良ﾗ番鳥●

事業となるよう、当青年会一同、１
こぶiぶ｀ぶJ,ぷ召yl’｀　i　二二＿

ぃ琵:iｸﾞ“゛（“゛１¨こごｊ

畠童関連施設清掃奉仕に参加して

　空は真っ資に晴れ上がり、太陽が留保なく地上に照り

付けていた。経の葉をた、ぷりと繁らせた樹木は、濃密

な影を路面に福らせている。彼は首に巻いた自いタオル

で極をぬぐった。

　ケータイが噛った。９月２４日（木）１４時１８分。

府道を絶え間なく通る車の喧噪が遠くにな・た。

　　「この山科陵は甲子園球場の約３倍の面積があります」。

御陵の職員さんの先程の案内。

　地下鉄東西纏「御陵丿下車、東へｌｋｍ。三条通に面

したその狭い間口からは側像のつきにくい神聖な空間が

広が・ている。

　　「第３８代天智天皇さんの御父様は箔３４代の舒明天

畠さん、御母様は第３７代喪明天皇さんで、ご両鐘が天

皇というのは大変珍Ｌく…、西暦６４５年の大化の改新

で中臣鎌足と奨に蘇我氏を･･･」、３０～４０名の白い作

務衣姿の神主さんに交じり、慣れない竹椿を手にした彼

の姿は、白い長袖のＴシャツ、白っぽいチノバン、白い

スニーカー、軍手をはめている。心なＬか彼の心も少Ｌ

は白くなってきたようだ。

　　「乾杯！」京都氏育の大垣会長のご挨摺がすみ、直会

という名の宴が始ま、た。岡崎神社近くのホテル平安の森。

ホテル内の大浴場で汗を流Ｌた後の麦酒は美味Ｌいのか

　下･自神社御用達

造園・土木設計施工管理

株式会社藤田造園
京都市左京区高野上竹屋町12

　　TEL075(706)5088

　　FAX075(706)5087

差1ま少し目を細めた。上座に位置Ｌている。スーツ姿に

着替えた神主さÅ。近曼ブロックとかでいろいろな所か

ら集ま・ておられゐ。

　グラスを手にした彼は恭Ｌくいつもより傑い角度でお

辞鍵をＬていゐ。神主さんは話し好きな方が多いのか、「そ

うなんですか！」いろいろと神社にまつわるjﾖ話を聞いて、

脂いている。彼の頬が少Ｌ赤らんできた。

　「お疲れさまでＬた」、「また、来年も」。天智天皇

山科陵をおまいりして、清掃●仕させて頂き、響しの聞

神主さんともま3話できた彼の姿を、また、来年もと’こか

で見かけることができるであろ弓。たぷん。
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〒606-0812京都市左京区下鴨上川原町24

　　　　　電話(075)791－4131
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会長就任にあたり

上賀茂神社氏子青年会

　　　　会長

杉本寿一

　明けましておめでとうございます。上賀茂神社

青年会初代会長に就任致しました杉本寿一と申し

ます。

　平成２１年８月３０日に設立総会を開催致しま

したところ、京都府神社庁斎藤副庁長様・京都府

氏子青年連合会大垣会長様・全国氏子青年協議会

鷹野副会長様・各神社の氏子青年会の代表の方々

を始めたくさんのご来賓ご来駕のもと「上賀茂神

社青年会」を会員８６名で発足致しました。

　平成２０年７月頃にまず発起入会を作り２０名

1念願の｡｡｣

　上賀茂神社は正式名称｢賀茂別雷神社!かもわけいか

づちじんじや3｣といい､国宝の本殿で御祭神､賀茂別言大

神をお祀りします｡賀茂別言大神が神代の昔､秀峰神山に

御降臨された事を起源とし､その後天堂天皇の御代〔678〕

に現在の社殿の基が造営されました｡平安京遷都以降は

皇墟鎮護の神･山城國の一之宮として､現在では農耕守護･

厄除開運一方除･電気産業守護の儲神徳により多くの方に

幕わjt､一年に70数度の恒例の祭典や様々な行事が行わ

れています｡その多くは平安時代から連綿と継承されてきた

もので､5月15日の例祭･賀茂祭【葵祭】は六世紀に始まった、

京都で最も古くから続く全国的にも知られるお祭りです｡こう

した伝統の祭典や文化と共に平安時代の佇まいが残され

ている境内は､平盧6年に世界文化遺産に登録されました。

での準備会をスタートしＳ月から毎月１回は全員

で集まり、会則・事業・予算等々などを何度も何

度も意見を出Lつつ１年間かかりましたがや・と「上

賀茂神社青年会」の名称で第一歩を踏み出Ｌたと

１ろです。

　１年間かけていろいろと話L合ヽて来ましたが、

いざスタートＬてみて感じる事は、「何をこれか

らＬていけば良いのかな～１とわからないのが実

感です。

　まずは会員一人一人が棄Ｌんでいける会で、上

賀茂神社もいっそう参拝老・崇敬老が増え、子ど

も達の笑い声がいっぱい聞こえる神社になヽて行

くようにと麗っております。

　来る平成27年には第４２回式年遷宮があります。

私達青年会会員も式年遷宮に向けて体でのご奉仕

と金銭的にも援助して行きたいと思っております。

　各氏子青年会の皆様、スタートしてまだ右も左

もわからない私達です。上賀茂神社青年会に対し

ましてご指導ご協力の程宜しくお願い致します。

　１の､先人達が培りてきた貴重な伝統や文化の継承と、

若い世代に神社の乙とを理解してもらう為に､平成21年8月

30日､上賀茂神社に念顧の青年会が設立されました。

　京都で最も新しい青年会ではあl】ますが､他の青年会の

晋さんとも一致団結して､今後様４な事業･活動を展開すｉ

事により､将来は地壇や社会の発展に寄与していきたいと考

えていますので､ご指導賜りますようお願い申し上げます。

　そLで､この青年会が次の世代に素晴らしい郷土の文化

や習慣などを伝えていける組織になって行ければ良いと思

りております。

　その為に先ずは､会員一人一人が楽Ｌめ､神社の１とを

学んで知鋤を深めて頂き､次第にその輪が広がりていくこと

を願りております。

　　　　　　　　上賀茂神社青年会事務局有愚論延

各種銘糎農機板・ｵﾌｾｯﾄ印刷・スクリーン印劃一アルマイト染色

蟻付印劃一目盛彫劃一プリント基盤・美術工豊一一腰

4:q11杉本銘板製作所
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@
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