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国旗を

祝祭日には

故に神明といふ︒

神は正直にして明らかなり︑

宮城春意・神道大意演義

焦りではないかと思い至りました︒二十三年という と︑生
まれたての赤ん坊が社会人として世に出る位の年月です
が︑
実感としてあっと言う間ではないでしょうか︒その間に︑
どれだけのことを伝 えていけるか︑守るべきものをどれだ
け守れるか︑
記念の年だから特別に力を入れるということ
も大事だとは思いますが︑
日々の生活の中にこそ日本人と
しての心を込めていきたいと感じた次第です︒
また︑
本年は当会が隔年で実施している﹁皇居勤労奉仕
青垣奉仕団﹂
の開催の年でもありましたが︑
七月十四日か
らメディアが一斉に﹁生前退位﹂という造語をもって騒ぎ立
てている中︑
八月八日︑
天皇陛下は国民に対しお言葉を表
されました︒今回はそういった中でのご奉仕でしたので︑
行
くまでは団員の雰囲気もいくらか不安げでした︒また︑
今
回は四日間とも雨に降られ︑満足のいくご奉仕ではなかっ
たので︑
天皇皇后両陛下︑
皇太子殿下の御会釈を賜ること
は︑
いつも以上に勿体ない気持ちで一杯でしたが︑両陛下の
お姿を拝見すると︑
ご奉仕前の鬱々した気分も消え失せ︑
日本人に生まれたことの有り難さが溢れかえっていました︒
この気持ちを多くの人に味わってほしいと心から思いまし
たが︑今の日本を取り巻く環境は予断を許さない状況に
陥っています︒
我々一人一人にできることは限られてはいますが︑
できる
ことから少しずつでも積み重ねていくことが次の世代に生
きていくと思いますので︑
今後ともご指導ご協力を賜りた
くお願い申し上げます︒

揚げましょう

時が経つのは早いもので︑平成二十七年四月二十七日の
定例総会に於いて会長の重責を拝命してから︑
二年の任期
の内一年八ヶ月が過ぎ︑
残すところ四ヶ月を切りました︒皆
様のお力添えによりここまで来ることができました︒感謝
の意を表すると共に残りの期間を精一杯務め︑
次の代に良
い形でバトンタッチしたいと思います︒
平成二十八年は︑
神武天皇がお隠れになってから二千六
百年にあたり︑偲びの年は顕彰の年ということで︑神青協
主 催の﹁ 神 武天皇二千六百 年 記 念 事 業 国 家 安 寧 祈 願
祭﹂が橿原神宮に於いて︑
全国から百余名の若手神職が集
い斎行されました︒今から二十六年半前︑
神青協主催にて︑
紀元二千六百五十年奉祝の祭典が橿原神宮に於いて︑全
国から百余名の若手神職が集い斎行されました︒当時の
当会会長は現橿原神宮宮司久保田昌孝様であり︑
縁の不
思 議さ有り 難さを痛 感いたしました︒また︑今 回 奉 仕さ
れた神職の中に︑
自分の父親や叔父が前回奉仕させていた
だいたという話を聞き︑
紀元二千七百年の自分の年齢を思
うと︑
何かが腹に重くのしかかる様な感じを覚え︑
これは
何かと思案してみると︑
次は息子達の世代なのだと今いる
会員の誰一人として現役ではないのだということに対する
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定例総会

照久

平成二十八年度

持田

平成二十六年十一月二十七日の臨時総会に於いて︑平成二十七・二十
八年度長友会長期の監事に選出されてから早二年が過ぎ︑去る平成二十
八年十一月九日の臨時総会では︑次期の会長監事が選出され︑私の任期
も数ヶ月を残すところとなりました︒昨年度は全国会長会に始まり︑パ
ラオ共和国での慰霊祭や全国護國神社玉串料伝達式等︑慰霊・英霊顕彰
を中心に活動を展開しました︒今年度は国作りを主題に︑六月には橿原
神宮に於いて国家安寧祈願祭を斎行し︑来る二月には宮崎県八紘一宇の
塔に於いて世界平和祈願祭を斎行する予定です︒
長かった青年会活動も終わりが見え︑振り返りますと先輩諸賢に御指
導を戴き︑多くの同志に支えられ︑今や十数年前を思い出すかのような
若手が活躍をしている︒然し︑十数年前の私は︑神青協や近畿地区の活
動は届く冊子を斜め読みするくらいで︑自分との繋がりなどは考えた事
もありませんでした︒県内では何とか顔を出していましたが︑大学・養
成所を卒業していない者にしたら︑知り合いもいない地区や神青協の活
動にはなかなか足が向きませんでした︒それがいつの間にか御縁が広が
り︑今に続いています︒本当に不思議なものですが︑同じ青年神職同士︑
繋がって広がる事は必然でもあります︒年齢を重ねるうちに︑視野も広
がり立場も変わってきます︒一歩でも前へ︑少しでも広く︑自分から行
動する事は︑今だけではなく長い神職人生に大きく関わってきます︒そ
れは氏子崇敬者にも︑奉務神社の護持運営︑将来にも影響するでしょう︒
神青協出向中は︑十数年前の私のような青年神職が︑少しでも早く︑少
しでも広く︑視野を広げ前へ進めるような活動と︑その繋がりのきっか
け作りを心掛けてきました︒諸活動に参加する事だけではなく︑兼業神
職でも遠隔地に居ても︑意識ひとつで同志と繋がり成長出来る︑そのき
っかけともなる本会報︑近畿はひとつ︑神青協通信・会報等が漏れなく
隅々まで届き︑充実した青年会活動が展開される事を切に願います︒

相談役

去る平成二十八年四月二十二
日︑奈良県神社庁に於いて︑平
成二十八年度定例総会が会員二
十六名の出席のもと開催された︒
議事では議長に高井春明理事
が選出され︑創立五十周年記念
事業の事業報告と決算報告︑平
成二十七年度の活動報告と決算
報告︑平成二十八年度の活動計
画と予算案が承認された︒
昨年度は終戦七十年に関する
事業︑本年度は神武天皇二千六
百年に関する事業と︑花房会長
期は特別な年回りとなっている︒
終戦七十年に関する事業では︑
八月十五日に奈良県護国神社に
て斎行された︑奈良県出身戦歿
者追悼式の奉仕を本年度も継続
して奉仕すること︑神武天皇二千六百年
に関する事業では︑橿原神宮で斎行予定
となっている神道青年全国協議会主催の
国家安寧祈願祭への協力と︑神武天皇聖
蹟顕彰碑の清掃等の活動を︑会員一丸と
なって実施する事が確認された︒
総会後︑レストランラッシュライフに
て懇親会が開催された︒懇親会から参加
の八名も加わり︑大いに盛り上がり︑互
いに親睦を深めた︒ ︵事務局 多田︶

第十一回青垣奉仕団
今年平成二十八年九月十二日から十六日の五
日間︑第十一回皇居勤労奉仕青垣奉仕団が結成
され︑花房団長を始め以下神職氏子崇敬者を含
め総勢二十五名により参加いたしました︒今回
は九月の半ばに差し掛かり台風の影響もあり天
気にはあまり恵まれませんでしたが︑例年と比
較して涼しく︑その分皆様が奉仕し易かったの
ではないかと感じます︒また皆様各の心がけの
御陰で一人の怪我もなく無事にご奉仕が終えら
れた事︑心より感謝申し上げます︒
青垣奉仕団初日九月十二日は午後十一時京都
駅に集合し︑新幹線で東京駅まで移動︒その後
バスでの移動となりました︒その足で靖國神社
に正式参拝を行い︑続いて遊就館を見学いたし
ました︒その後バスで東京市内の風景を楽しみ
ながら一同は奉仕期間中お世話となるホテル鴎
外荘に到着しました︒初日の食事の際︑ホテル
の計らいにより︑江戸自慢の振り袖さん︵東京
の舞子︶が来ていただき︑舞の美しさに皆見惚
れておりました︒
二日目からはいよいよ御奉仕が開始されまし
た︒二重橋や伏見櫓︑正殿︑新宮殿などの有名
な建造物の説明を受けながら見学いたしました
が︑昼からは雨脚が思いの外強く午後からの作
業は中止となりました︒
三日目は赤坂御用地の清掃奉仕でした︒その
日の終わりには︑皇太子殿下のご会釈があり︑
熊本地震における影響を心配されるお言葉を賜
りました︒
長 花房
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四日目には︑天皇皇后両陛下のご会釈を賜り︑
花房団長の発声により聖寿の万歳を三唱致しま
した︒
最終日は宮中三殿前齋庭の清掃を行いました︒
宮中三殿での奉仕は︑奉仕中団体内で一団体の
みが行われるようで︑皆感激しておりました︒
私事ではありますが学生の頃より五年ぶりの
皇居清掃奉仕であり︑感慨深く感じ︑また自分
のような若輩者が引率するに至りまして︑恐縮
でありました︒今回奉仕に参加して頂きました
皆様にはこの場をお借り致しまして︑厚く御礼
︵等
尾田︶
申し上げます︒
団

団

副団長 尾田

団

●1日目 9月12日（月）
11：26 京都駅出発
13：43 東京駅着
14：30 靖國神社着
記念撮影
15：00 靖國神社正式参拝
遊就館見学
17：00 宿舎 鴎外荘着
18：00 夕食（オリエンテーション、
自己紹介）
入浴 就寝
●2日目 9月13日（火）
８：00 皇居着
８：45 皇居勤労奉仕開始
13：00 雨天により奉仕中止
18：00 夕食 入浴 就寝
●3日目 9月14日（水）
８：00 赤坂御用地着
８：45 赤坂御用地
勤労奉仕開始
皇太子殿下よりご会釈賜る
16：30 宿舎着
18：00 夕食 入浴 就寝
●4日目 9月15日（木）
８：00 皇居着
８：45 皇居勤労奉仕開始
天皇皇后両陛下より
ご会釈賜る
16：30 宿舎着
18：00 懇親会 入浴 就寝
●5日目 9月16日（金）最終日
８：00 皇居着
８：45 皇居勤労奉仕開始
16：30 宿舎着
17：30 宿舎発
18：40 東京駅出発
20：58 京都駅着 解散

第十一回皇居勤労奉仕者一覧

青垣奉仕団日程表
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のは今までほとんどなかった
ので︑より分かりやすく︑少
し大げさに演じることを心掛
けた結果︑園児たちの目は輝
き︑集中して観てくれたのが
印象的であった︒その後︑な
んと！園児達からサプライズ
プレゼントで心のこもった手
作りのティッシュ箱を頂き︑
団員一同胸が熱くなった︒
八月十六日には︑奈良県護
国神社にて﹁東市高円の杜夏
まつり﹂の参加者に対して公
演︒昨年の終戦七十年の期よ
り︑奈良県神道青年会の事業として護国神社
で紙芝居の公演をさせて頂いた︒夏まつりと
いうことで︑子どもたちがよく集まっており︑
田原本町立東幼稚園での経験を生かして公演
した結果︑保護者の皆様方から﹁昨年よりさ
らにおもしろく感じた！﹂という声をいただ
いた︒
十一月十一日には藤岡家住宅 ＮＰＯ法人
うちのの館にて﹁第三回﹃記紀・万葉﹄ふ
るさとフェスティバルstage☆3rd開
館八周年記念 琴と尺八の宴﹂というイベン
トの中で公演︒子ども達を中心とした公演が
多い中︑今回の対象は皆大人で年配の方が中
心であった︒いつもと少し違う雰囲気の中で

神話紙芝居団﹁かたりべまほろば﹂ 活
まず本年度公演として︑橿原神宮林間学園
後の子ども会においての公演と︑春日大社所
属ガールスカウト・ボーイスカウトの夏の実
習での公演を行った︒これらの公演は毎年の
恒例となっており︑子ども達を対象に行われ
ている︒皆熱心に話を聞き︑喜んでいるよう
だ︒神話を子ども達にも触れてもらう事がで
きる機会を大切にしたい︒
四月二十七日に橿原市役所からの依頼で近
鉄百貨店 橿原店﹁橿原市政六十周年 宮崎
姉妹都市五十周年 宮崎と橿原の物産と観光
展﹂において公演︒紙芝居を演じること以外
でも改善するべき点が見つ
かったので良い機会にも
なった︒また八月九日には
同会場にて︑こちらは近鉄
百貨店 橿原店が主催する
イベントで﹁夏休みこども
博ＩＮ橿原﹂で公演︒公演
は午後から二度行い︑老若
男女問わず多くの方々にご
覧頂けた︒近年かかさず公
演をしており︑ご好評をい
ただいてるので︑今後も長
く続けられるよう励んでい
きたい︒
六月二十三日には田原本町立東幼稚園にて
園児たちの前で公演︒対象が幼稚園児という

演じる事ができ︑良い経験となった︒
団内の活動としては︑公演の質をよりよく
していきたい︒その上で︑団員同士のコミュ
ニケーションも大切であるので︑団全体で合
同練習をして懇親を深めた︒その結果団内の
雰囲気は大変よくなっていっており︑練習の
際には皆楽しくできているのである︒また︑
諸先輩方始め皆様方の温かいご支援の下︑現
在︑題目も﹁稲羽の白うさぎ﹂﹁やまたのお
ろち﹂﹁神武さん﹂﹁天の岩戸﹂﹁イザナギ
とイザナミ﹂の五部作となり︑公演回数も増
えて団員一同やりがいを感じている︒
今後もできる
だけ多くの方に
神話を伝えられ
る様励みますの
で︑何卒︑ご理
解ご協力の程よ
ろしくお願い致
します︒
︵往馬 大森︶
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天皇皇后両陛下

奈良県行幸啓奉迎行事
去る四月二日︑天皇皇后
両陛下は神武天皇二千六百
年式年祭の儀︑神武天皇山
陵の儀に付き︑奈良県橿原
市へ行幸啓遊ばされました︒
当日︑午後二時三十分頃︑
近鉄橿原神宮前駅の中央ロ
ータリーから橿原神宮駐車
場区間に参集した方々へ︑
日本会議奈良主体の下︑国
旗小旗を配布すると共に︑
参加者一同小旗を振って両
陛下をお出迎えしました︒
引き続き︑午後五時から
宿泊先の橿原ロイヤルホテ
ルの一室より︑有難くも両
陛下が提灯をお振りになり
御答礼遊ばされると歓声が
沸き起こり︑参加者一同︑
両陛下との一体感を実感し︑
この上無い喜びを感じまし
た︒
両陛下のご来県に感謝し︑
今後益々御皇
室の弥栄を心
からお祈り
申し上げます︒
︵大神 北島︶

近畿地区連絡協議会親睦野球大会

平成二十八年六月三日 近畿地区
連絡協議会親睦野球大会が京都神青
の当番で横大路運動公園野球場︵京
都市︶にて開催された︒
昨年度は︑悪天候の為急遽ボウリ
ング大会に変更になり︑我ら奈良神
青が大阪神青をかわし優勝であった︒
本年度は︑﹁野球でも優勝﹂を目標
に髙鉾会計︵橿原神宮︶を中心に定
期的に練習を行うなどモチベーショ
ンを上げてきた︒
迎えた本番︑初戦の滋賀神青戦は
相手ピッチャーの立ち上がりを攻め
五対〇で快勝︒準決勝の兵庫神青戦は先制を許す苦しい展開であったが
終盤に打線がつながり一気の五得点を奪い六対二で逆転勝利をあげた︒
決勝は近年五連覇も達成した大阪神青が相手となった︒初回からミスが
重なりピンチを招くとフルスイングの大阪打線につかまり大量失点をし
てしまう︒しかし最終回︑水島会員︵大神神社︶の好走塁で一点を返す
と相手エラーと連打で加点︑さらにチャンスを広げ二アウト満塁で二点
差︑バッターは強打者鈴木会員︵大神神社︶︒がしか
し打ち上げた打球は無情にも遊撃手のグラブに収まり
四対六で惜敗となった︒大阪神青の大舞台での強さを
感じた一戦となった︒
その後︑石清水八幡宮研修センターにて表彰式並び
に懇親会が行われ試合の緊張感とは打って変わり和や
かな雰囲気の中で他府県の神職と交流ができた︒来年
度こそは平成十三年から遠ざかっている悲願の優勝を
目指したい︒
︵藥園八幡 平田︶
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国家安寧祈願祭

平成二十八年六月八日︵水︶︑橿原神宮に於い
て︑神道青年全国協議会による神武天皇二千六百
年記念事業国家安寧祈願祭が全国より百名を超え
る青年神職が集い斎行されました︒
当会からは︑花房会長と神田副会長が祭員︑鈴
木理事と保尊会員が伶人として祭典奉仕をしまし
た︒また︑持田相談役が神青協監事として参列し
ました︒
六月七日︵火︶の正午︑橿原神宮会館に集合し︑
神武天皇畝傍山東北陵を参拝︑橿原神宮にて正式
参拝を行った︒その後︑合同説明会並びに習礼及
び諸準備がなされました︒この日は︑あいにくの
雨天となり翌日の祭典が心配された︒
六月八日︵水︶当日は︑昨日の雨天とは打って
変わって︑晴れ間が見える天候となりました︒午
前十時三十分︑橿原神宮久保田昌孝宮司を斎主と
し祭典が開始されました︒時折吹く風が心地良く︑
緊張の中に心穏やかに落ち着いてご奉仕する事が
出来ました︒
今回このように全国から集った百名を超える青
年神職と共に橿原神宮の大前にて祭典奉仕が出来
た事は︑当会会員にとっても貴重な経験となり︑
大きな喜びとなりました︒そして︑二十三年後に
迎える皇紀二千七百年の際には当会が中心となり︑
よりいっそうに厳粛で盛大に行われる事を願って
います︒またこれから先︑我々青年神職が次世代
へ継承して行くよう一丸となり︑進んで行かなけ
ればならないと感じました︒
︵御霊 神田︶

6/8

禊鎮魂錬成研修会

7/11
12
当会主催の禊鎮魂錬成研修会が︑七月十一・
十二日の両日︑今年も石上神宮︵森正光宮司︶
様の特別な計らいにより開催され︑神道青年近
畿地区連絡協議会 長谷川裕高会長を始め会員
二十四名︵女性一名含︶が参加しました︒
参加者は︑先ず拝殿での正式参拝に参列し長
谷川会長に合わせて拝礼し︑引き続き行われた
開講式では国歌斉唱・敬神生活の綱領唱和の後︑
主催県を代表して高山副会長が﹁短期の錬成会
ではありますが︑共同生活の中︑個々が目標を
立て心身を鍛練し︑全体として良い成果を修め
るよう努めていただきたい﹂との挨拶を致しま
した︒
研修会は神社本庁錬成行事助彦で石上神宮禰
宜の森好央先生より神社本庁錬成行事次第に基
づく禊祓行事と石上神宮に古くから伝わる鎮魂
︵魂振︶行事の作法についての入念な指導と心
構えについて解説を受けた上で︑十一日夕刻と
十二日早朝︑禊場にて禊行法を︑拝殿において
鎮魂行法をそれぞれ修めさせていただきました︒
森先生よりは﹁大人数で行う鳥舟行事は心と呼
吸を合わせて行う事の大切さ﹂﹁鎮魂行法での
腹式による深呼吸は日頃の生活でも実践できる
ので︑是非日頃から意識してもらいたい﹂との
お言葉があり︑清浄な神域で行われる禊鎮魂行
法を通じて自己の体内に﹁良い氣﹂を充満させ︑
氏子崇敬者に元氣を分け与えていただくよう激
励がありました︒

~
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また十一日夕刻には同会恒例の勉強会も開催︒
本年は大神神社権禰宜の山田浩之先生をお迎え
し﹁齋部氏と古語拾遺﹂と題した講演が行われ
ました︒山田先生は﹃古語拾遺﹄に記されてい
る齋部・中臣両氏の職掌について歴史地理・考
古学成果の観点も取り入れた上で解説され︑
﹁謙虚に原文を訓み進める﹂ことの大切さと︑
﹁古代祭祀において重要な役割を担ってきた齋
部氏について学ぶということは︑単に氏族間の
職掌の相違を識ることのみならず︑古代祭祀の
精神を今に認識する上で有意義なこと﹂と説明
され︑参加者一同︑自社の祭祀の根源について
も改めて学び考えていく切っ掛けになったので
はないでしょうか︒
十二日十一時よりの閉講式には︑来賓として
奈良県神社庁参事中川行夫様にご臨席いただき︑
研修生代表として長谷川会長に修了証が手渡さ
れるとともに謝辞が申し述べられ︑石上神宮様
よりは特別に各自の名前が記された﹁玉の緒﹂
が授与され︑終始錬成会をご指導をいただいた
森禰宜様より研修生を代表して大阪府神道青年
会・庄司誠理事に手渡されました︒

続いて参集殿で行われた直会にも︑中川参事
様︑森禰宜様にもご来臨いただき︑本研修会初
参加者よりは︑それぞれの感想や今後の意気込
みなどを語っていただくなど和やかな雰囲気の
もと行われました︒遠方からの参加者もあるこ
とから神道青年近畿地区連絡協議会 飯尾真幸
副会長の中締めの挨拶があり一本締の後︑名残
惜しくも散会となりました︒この禊鎮魂錬成研
修会は神社本庁の研修要項に準拠して石上神宮
様のご指導ご協力の下︑森厳な大和の古社に身
を置き毎年開催されており︑青年神職が相集い
心を合わせ心身修養を行える絶好の機会として
好評を博しております︒
︵大神 高山︶
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皇太子同妃両殿下︑敬宮殿下
奈良県行啓奉迎行事
去る七月二十一日︑皇太子同妃
両殿下は敬宮殿下を御同伴になり︑
神武天皇山陵を御参拝の為︑奈良
県橿原市へ行啓遊ばされました︒
今年は神武天皇が崩御されてか
ら二千六百年という式年の年であ
り︑四月には天皇皇后両陛下が︑
神武天皇二千六百年式年祭の儀︑
神武天皇山陵の儀に付き︑行幸啓
遊ばされました︒
当日午後二時頃︑近鉄橿原神宮
前駅の中央ロータリーから橿原神
宮までの沿道にずらりと並ばれた
方々へ国旗小旗を配布し︑奉迎の
準備を整えました︒
いよいよ︑ 皇太子同妃両殿下︑
敬宮殿下がお出ましになると︑子
供からお年寄りまで皆一斉に旗を
振りました︒私達神道青年会の参
加者も力一杯旗を振りお出迎えし
ました︒
この度︑皇太子同妃両殿下と︑
敬宮殿下を奉迎させて頂けた好機
に感謝し︑その際に賜った﹁あた
たかい笑顔﹂に胸を熱くし︑今後
益々の皇室の弥栄を心より祈念申
し上げます︒
︵大神 山口︶

神宮・京都・奈良三神青親睦野球大会

八月八日︑恒例の神宮・京
都・奈良三神青親睦野球大会
が行われました︒今回は神宮
神道青年会の当番により倉田
山公園野球場において開催さ
れ︑当会会員からは十二名の
参加がありました︒当日は雲
一つない晴天に恵まれた一方
で︑じっとしていても汗が体
を伝うような︑じりじり照り
つけるような暑さでした︒
試合形式は三チームによる
総当たり戦で︑当会の初戦は
神宮と行いシーソーゲームの
熱戦の末四対八で惜しくも敗
れました︒第二試合は京都と
行い︑二対一で勝利を収め︑
一勝一敗で終えました︒夏の
暑さにも負けない熱戦を制し︑優勝を収め
たのは二勝の神宮となりました︒
試合終了後は︑神宮会館にて参加選手一
同汗を流し︑おかげ横丁の﹁すし久﹂に場
所を移して懇親会が催されました︒懇親会
は神宮野球部孫福監督のご発声により開催
され︑和やかな雰囲気のまま中締めとなり
ました︒
次年度は奈良神青の当番により開催され
る予定となっております︒︵橿原 園池︶
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奈良県出身戦歿者追悼式

去る平成二十八年八月十五日に奈良県護国
神社にて英霊にこたえる会奈良県本部主催に
よる戦歿者追悼式が行われ︑当会より祭員︑
奏楽奉仕並びに花房会長が参列致しました︒
大変暑い中にも関わらず国会議員や県会議
員の方々をはじめ御遺族の方々約四百名が参
列され︑祭典では黙祷により御英霊に感謝の
誠を捧げ︑大正琴の楽に合わせ︑参列者全員
での﹃同期の桜﹄﹃ふるさと﹄の合唱が御霊
に献じられました︒
今年はリオオリンピック開催中で︑日本国中が日の丸を背負い戦う
代表選手の姿に心打たれている中での式典であり︑先人の方々が当時︑
文字通り命を懸けて今日の日本の国の礎を造られたことに改めて偉大
さを感じる式典になったと思います︒
今回︑神職として祭典奉仕を通じて御英霊に感謝の誠を捧げること
が出来たことに感謝し︑今後とも青年神職として慰霊・顕彰を後世に
継承していく一助を担えるよう祭典奉仕を継続して行うことが大切で
あると再確認しました︒
︵高鴨 鈴鹿︶

8/15

8/26

親睦家族会

神田︶

八月二十六日︵金︶に五條市小和
町の﹁手づくりハム・ソーセージ工
房ばぁく﹂において︑親睦家族会を
開催致しました︒最初は皆︑緊張し
た感じでしたが︑﹁ばぁく﹂さんか
らの丁寧な説明のもとソーセージ作
りを体験するにつれて緊張もほぐれ︑
和気藹々と賑やかに体験をすること
が出来ました︒
皆で作ったソーセージは︑﹁ばぁ
く﹂さんに調理をしていただき︑昼
食に頂きました︒皆で協力して作り︑
また無添加という事もあってとても
美味しかったです︒
今回の家族会でのソーセージ作り
の体験を通して︑子供達の良い思い
出になること︑また食事をできるこ
との喜びと命を頂くことの大切さを
育んでもらえればと思います︒

︵御霊

神青協夏期セミナー

同市守道︵もち︶区に鎮座する高角神社︵三家
宮司︶の境内に屹立する神武天皇聖蹟菟田高
倉山顕彰碑に於いて清掃活動奉仕を実施した︒
午後一時半︑各自参拝した後︑社務所に集
合し︑宮司よりご挨拶を賜った︒講義は﹁﹃神
武天皇記﹄﹃同記﹄の成立過程 二柱の天神
を中心に ﹂と題し行われた︒白井氏は﹃日
本書紀﹄﹃古事記﹄の成立過程について︑そ
の時代背景や﹃日本書紀﹄記述の神武天皇か
ら持統天皇までの各天皇の御即位の流れ︑年
月の規則や記述内容について系統を細かに解
説され︑天孫降臨より橿原の宮で今から二六
七六年前の辛酉の年元旦に即位された神武天
皇紀までに記された﹁二柱の天神﹂天照大神
と高皇産霊尊の記述の関連性を加味し︑奈良
県内各地に残る初代神武天皇の伝承や文化は
核たる事実を元にあると締め括られた︒
−

引続き︑数台の車に分かれて菟田高倉山顕
彰碑へ移動すると守道区大久保茂夫区長と氏
子さんの三名が迎えて下さった︒作務衣に着
替えた後︑各自分担しブロアーや草刈り機や
箒を使い周囲を清掃し︑聖蹟顕彰碑も経年の

−

~

去る九月二十六日に第二回勉強会として青
年会十一名︑OB二名が参加し︑宇陀市菟田
野に鎮座する宇陀水分神社︵三家一彦宮司︶の
社務所をお借りして︑白井伊佐牟氏の講義と

第二回勉強会

去る八月二十九日・三十日の二日間に亘り
平成二十八年度神道青年全国協議会夏期セミ
ナーが神社本庁に於いて開催された︒
本年度は﹁人づくりは國づくり﹂〜愛と感
動の青年神職〜を主題とし︑三名の先生方の
御教授を賜った︒鎌田洋先生からは思いの共
有と主体性を持って行動することの重要性を︑
高野登先生からは個人の意識づくり︑又相手
が何を求めているのかを把握する力を養うた
めに周囲に関心を持ち続けることの必要性を︑
デービッド・アトキンソン先生からは人口減
少に伴う参拝者の減少を危惧しそれを防ぐた
めに文化財等を観光に生かす観光戦略の展開
の重要性又取り分け地域の伝統文化の中心で
ある寺社の役割の重要性をそれぞれの先生方
の知識・経験を元にお話をいただきました︒
こられの講義を受講させていただきまして
一神職として今自分が何をすべきかを再確認
し︑それを生かし御奉仕できるよう努めてい
きたいと思う︒
︵橿原 青木︶
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汚れを丁寧に拭きとった︒神武天皇聖蹟顕彰
碑は︑昭和十五年紀元二千六百年奉祝事業と
して︑既に明白であった橿原宮・竈山の聖蹟
以外の地で計十九個所の聖蹟が選定され︑花
崗岩製の同一規格・設計により建てられた︒
大分・福岡・広島・岡山・大阪・和歌山・奈
良の府県に建設・施工されている︒奈良県内
には高倉山顕彰碑の外︑宇陀市︵菟田穿邑︶・
東吉野村
︵丹生川上︶・生駒市︵鵄邑︶・桜井
市︵磐余邑・狭井河之上・鳥見山中霊畤︶に
七基の顕彰碑が建てられていることから︑今
後も奈良神青では建国の地︑大和の国を喧伝
するべく神武天皇聖蹟顕彰碑の現状視察・研
修を始め︑清掃奉仕活動を継続していく予定︒
此の度の勉強会はその場所に訪れることで
建国の歴史に思いを馳せる機会となり︑また
地元の方々のお話を聞くこともでき︑参加者
と地元の方々お互いが聖蹟顕彰碑を通して学
ぶ機会となったのではないか︒︵廣瀬 樋口︶
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親睦ゴルフ大会

去る平成二十八年九月二十八日︑奈良万葉
カンツリー倶楽部に於いて︑奈良県神社庁長
杯親睦ゴルフ大会が開催された︒参加人数は
会員七名︑ＯＢ四名の総勢十一名であった︒
近年︑十一月下旬に開催されることが多
かったが︑本年は暖かい季節での開催を考え
て九月に企画したものの︑当日はあいにくの
雨であった︒
開会式では前回優勝の神谷芳彦先輩からお
言葉を戴き︑中熊義貢先輩の始球式でゴルフ
大会は始まった︒奈良万葉カンツリー倶楽部
は︑距離は長めでアップダウンもあり︑難し
いコースとのこと︒この難コースを相手に互
いに励まし合ってラウンドし親睦を深めた︒
ラウンド後︑表彰式を兼ねた懇親会がクラ
ブハウスで行われた︒葛城裕先輩の乾杯の発
声でスタート︑和やかに催された︒個人優勝
は実力者の中熊先輩︑団体優勝は橿原神宮チ
ームであった︒ニアピン賞は中村眞一先輩︑
ドラコン賞は橋本光史会員が受賞した︒
︵橿原 多田︶

9/29
皇室関連施設清掃奉仕

去る平成二十八年九月二十九日に︑神道青
年近畿地区連絡協議会主催の皇室関連施設清
掃奉仕が開催されました︒
昨年︑一昨年と二年続けて雨天により中止
になっており︑今年こそはと意気込んでおり
ましたが︑当日の天候は期待とは裏腹に︑ポ
ツポツと雨がぱらついていました︒職員の方
より︑十月二十三日から二十六日まで四日間
天皇皇后両陛下が京都市に行幸啓遊ばされ︑
ご宿泊所として使用される大宮仙洞御所の
清掃奉仕をお願いしたいとご説明を受け︑集
まった会員の気持ちが一層高まったのは言う
までもありません︒
会員の思いが天に届いたのか説明が終わっ
た頃には雨が止み︑清掃奉仕を開始致しまし
た︒一時間が経過した頃に大雨となり︑残念
ながら中止せざるを得なくなりました︒しか
し︑集まった会員一人一人が︑同じ心で一所
懸命に清掃奉仕に当たり︑少しでもお役に立
つ事が出来たのではないかと思います︒
突然の大雨により以降の予定を繰り上げ︑
大宮仙洞御所内を散策しながらご案内頂きま
した︒普段なかなか聞き及ぶことの出来ない
お話まで懇切丁寧にご説明頂き︑貴重な時間
となりました︒午後は︑有志で京都御所を参
観させて頂きました︒私がご奉仕させて頂い
ている橿原神宮の本殿と神楽殿は︑創建に際
し︑明治天皇より京都御所の賢所と神嘉殿を

御下賜されているので︑感慨深いものがあり
ました︒何より京都御所も大宮仙洞御所も︑
広域な面積を有しているにも関わらず︑隅々
まで管理が行き届いており︑静寂の中にも厳
かな佇まいに心身が清められました︒
夕刻より︑参加者一同で意見交換をしなが
ら懇親を深めました︒
︵橿原 西田︶

南都聖和会との
親睦交流会

去る十月十八日︑東大寺大仏殿にて南都聖和
会との親睦交流会が開催された︒当日は︑両会
合わせて三十四名が参加した︒

10/18

9/28

毎年︑当会と南都聖和会が隔年交代で幹事とな
り︑本年は南都聖和会の企画で東大寺様の特別の
お計らいもあり︑大仏殿小屋裏大虹梁の見学が行
われた︒大仏殿の屋根裏までは高い階段を慎重に
上って行き︑大仏様より高い所であるので︑高所
が苦手な方は苦労しながらではあるが︑皆上りき
ることができた︒そこには普段見ることのできな
い角度からの大仏様や︑大虹梁という江戸時代︑
大仏殿再建時に宮崎県の白鳥神社より運んでこら
れた二本のアカマツを見ることができ︑大変貴重
当会の活動や会報「青垣」の
バックナンバーもご覧いただけ
ます。是非ご覧くださいませ。

ホームページのご紹介

http://www.narashinsei.com/

奈良県神道青年会

神青野球練習試合

平成28年5月17日
場所：大阪城公園野球場
試合結果：９対１で奈良神青の勝利
参加者：奈良１０名 大阪１１名

平成28年7月22日
場所：橿原市運動公園軟式野球場
試合結果：７対１で奈良神青の勝利
参加者：奈良１０名 兵庫１３名

●大阪府神道青年会との野球練習試合

●兵庫県神道青年会との野球練習試合

な経験をさせていただいた︒また︑
上り下りに
は緊張感もあり楽しさも感じられた︒
その後︑奈良春日野国際フォーラム甍〜Ｉ・
ＲＡ・ＫＡ〜内のリストランテ オルケストラ
ータにて︑懇親会がとり行われ︑聖和会の方々
と様々な話をして楽しく︑時間が経つのも忘れ
て両会の親睦を深めあった︒
今後も両会の交流を深め︑互いに助け合い発
展していけるようにしたいと感じた︒
︵往馬 大森︶

奈良県神道青年会

（１２）
第5３号

垣
青
平成２９年１月１日

︵橿原 髙鉾︶

（１３）

青

第5３号

垣

平成２９年１月１日

奈良県神道青年会 活動報告及び計画 （平成28年４月１日〜平成２9年３月３１日）
月
4月

日

内

容

場

所

2日
天皇皇后両陛下御来県奉迎
橿原神宮前駅周辺
■■■■■■■■
■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
4日
6日
15日
17日
22日
同日
26日
27日
28日
9日
11日
17日
26日
27日
2日
同日
3日
6日
7日
8日
23日
27日
28日
2日
11〜12日
11日
13日
14日
20日
21日
同日
22日
3日
5日
8日
同日
9日
15日
16日
25日
26日
同日
27日
29〜30日
2日
6日
12〜16日
21日
21日
26日
28日
29日
1日
6日
7日
18日
19日
20日
21日
22日
2日
9日
同日
11日
14日
2日
同日
同日
6日
同日
9日

天皇皇后両陛下御来県奉送
平成２７
・
２８年度第１２回理事役員会
奈良県護国神社春季大祭助勤奉仕
会計監査
平成２８年度定例総会
同懇親会
神道青年全国協議会第６８回定例総会
神話紙芝居団「かたりべまほろば」第５９回公演
神道青年近畿地区連絡協議会第１１回事業委員会
平成２７
・
２８年度第１３回理事役員会
神道青年近畿地区連絡協議会第５回役員会
大阪府神道青年会と奈良神道青年会の野球親善試合
神道青年近畿地区連絡協議会第１２回事業委員会
第１１回皇居勤労奉仕「青垣奉仕団」第５回推進委員会
神道青年近畿地区連絡協議会第６回役員会
神道青年近畿地区連絡協議会平成２８年度定例総会
神道青年近畿地区連絡協議会野球大会
神道青年全国協議会理事役員との懇親会
神道青年全国協議会神武天皇二千六百年記念事業国家安寧祈願祭準備・習礼
神道青年全国協議会神武天皇二千六百年記念事業国家安寧祈願祭奉仕・助勢
神話紙芝居団「かたりべまほろば」第６０回公演
神道青年近畿地区連絡協議会第１３回事業委員会
平成２７
・
２８年度第１４回理事役員会
神話紙芝居団「かたりべまほろば」第６１回公演
禊・鎮魂錬成研修会
平成２７
・
２８年度第４回勉強会（講演 演題「齋部氏と古語拾遺」講師 山田浩之氏）
第１１回皇居勤労奉仕「青垣奉仕団」第６回推進委員会
平成２７
・
２８年度第１５回理事役員会
神道青年近畿地区連絡協議会第１回役員会
皇太子同妃両殿下敬宮殿下御来県奉送迎
神道青年近畿地区連絡協議会第１４回事業委員会
兵庫県神道青年会と奈良神道青年会の野球親善試合
平成２７
・
２８年度第１６回理事役員会
神話紙芝居団「かたりべまほろば」第６２回公演
神宮京都奈良三神青野球大会
第１１回皇居勤労奉仕「青垣奉仕団」第７回推進委員会
神話紙芝居団「かたりべまほろば」第６３回公演
英霊にこたえる会奈良県本部奈良県出身戦歿者追悼式助勤奉仕・参列
神話紙芝居団「かたりべまほろば」第６４回公演
神道青年近畿地区連絡協議会第１５回事業委員会
親睦家族会
奈良県神社庁神宮大麻頒布推進委員会
奈良県神社庁例祭
平成２８年度神道青年全国協議会夏期セミナー
第１１回皇居勤労奉仕「青垣奉仕団」第８回推進委員会
平成２７
・
２８年度第１７回役員会
第１１回皇居勤労奉仕「青垣奉仕団」
神道青年近畿地区連絡協議会第２回役員会
神道青年近畿地区連絡協議会第１回連絡会
平成２７・２８年度第５回勉強会（白井伊佐牟先生講演「「神武天皇紀」
「同記」の成立過程ー二柱の天神を中心にー」と神武天皇聖蹟菟田高倉山顕彰碑清掃奉仕）
皇室関連施設清掃奉仕
奈良県神社庁長杯親睦ゴルフ大会
皇居勤労奉仕「青垣奉仕団」反省会
奈良県神社庁神宮大麻暦頒布始祭参列
神道青年近畿地区連絡協議会第１６回事業委員会
南都聖和会との親睦交流会（東大寺大仏殿小屋裏拝観研修）
平成２７
・
２８年度第１８回理事役員会
神道青年近畿地区連絡協議会臨時役員会
第２１回全國戰歿學徒追悼祭奉仕・参列
奈良県護国神社秋季大祭助勤奉仕
平成２７
・
２８年度第１９回理事役員会
奈良県神社庁設立７０周年記念神社関係者大会助勢
神道青年全国協議会臨時総会
神話紙芝居団「かたりべまほろば」第６５回公演
神道青年近畿地区連絡協議会第１７回事業委員会
役員研修会（月山日本刀鍛錬道場記念館見学と神武天皇聖蹟狭井河之上顕彰碑視察）
平成２７
・
２８年度第２０回理事役員会
役員忘年会
神道青年近畿地区連絡協議会第３回役員会
神道青年近畿地区連絡協議会臨時総会並第二回連絡会
神道青年近畿地区連絡協議会第１８回事業委員会

橿原神宮前駅周辺
橿原神宮
奈良県護国神社
春日大社
奈良県神社庁
ＬＵＳＨＬＩＦＥ
神社本庁
近鉄百貨店 橿原店
大阪府神社庁
大神神社
北野天満宮
大阪城野球場
大阪府神社庁
白木屋 桜井南口駅前店
ホテルグランヴィア京都
ホテルグランヴィア京都
横大路運動公園野球場
橿原観光ホテル
橿原神宮
橿原神宮
田原本町立東幼稚園
西光園
春日大社
春日大社
石上神宮
石上神宮
ごきげんえびす 大和八木店
橿原神宮
敦煌
橿原神宮前駅周辺
ゴルカバザール
橿原市運動公園軟式野球場
大神神社
橿原神宮
倉田山公園野球場
竹取御殿 奈良駅前店
近鉄百貨店 橿原店
奈良県護国神社
奈良県護国神社
難波御堂筋ホール
ばあく
奈良県神社庁
奈良県神社庁
神社本庁
春日大社
春日大社
皇居・赤坂御用地
生國魂神社
生國魂神社・ホテルアウィーナ大阪
宇太水分神社・神武天皇聖蹟菟田高倉山顕彰碑
京都御苑仙洞御所
奈良万葉カンツリー倶楽部
小間蔵 大和八木店
奈良県神社庁
たこ焼割烹たこ昌 竹粋亭・浜寺店
東大寺・リストランテオルケストラータ
橿原神宮
生田神社会館
全国戦没学徒記念「若人の広場公園」
奈良県護国神社
大神神社
橿原神宮養正殿・神宮会館
神社本庁・明治記念館
ＮＰＯ法人うちのの館「藤岡家住宅」
巽神社
月山日本刀鍛錬道場記念館・神武天皇聖蹟狭井河之上顕彰碑
大神神社
福神堂
ホテル阪急インターナショナル茶屋町
ホテル阪急インターナショナル茶屋町
肉處きっしゃん なんば店
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6月

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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1月

1日

会報「青垣」第５３号刊行

23日
橿原神宮
平成２
７
・
２
８年度第２
１回理事役員会
■■■■■■■■
■■■
■■
■
■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
同日

臨時総会

橿原神宮

同日
橿原観光ホテル
新春互礼会
■■■■■■■■
■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
神道青年近畿地区連絡協議会第１９回事業委員会
国旗掲揚推進一・二七御堂筋パレード
橿原神宮紀元祭助勤奉仕
平成２７
・
２８年度第２２回理事役員会
神宮大麻頒布推進委員会出席
神道青年近畿地区連絡協議会第２０回事業委員会
神道青年全国協議会神武天皇二千六百年記念事業世界平和祈願祭
姉妹神青交流事業
京都府神道青年会創立６５周年記念式典
奈良県神社庁長杯親睦スポーツ大会
神宮大麻暦頒布終了祭参列
神道青年近畿地区連絡協議会第４回役員会
神道青年近畿地区連絡協議会第３回連絡会
神道青年近畿地区連絡協議会地区研修会
奈良県神社庁神職・氏子合同研修会助勢
平成２７
・
２８年度第２３回理事役員会
神道青年近畿地区連絡協議会第２１回事業委員会
神道青年全国協議会中央研修会
神道青年近畿地区連絡協議会親睦ゴルフコンペ
平成２７
・
２８年度第６回勉強会

27日
御堂筋
■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
2月

11日

橿原神宮

春日大社
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
20〜21日

宮崎県

八紘一宇の塔前

宮崎県
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
23日
27日
28日
2日
同日
3日
16日

京都府

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3月
住吉大社
吉祥殿
■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■
■■■■■■■■■
住吉大社

吉祥殿

さかい利晶の杜
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
橿原神宮会館
橿原神宮

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
23〜24日
ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
29日

よみうりカントリークラブ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

鈴木 健太郎

職

氏

名

理事役員

奉務神社

奈良県神道青年会
役

︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
会
長 花房 兼輔 談山神社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
副 会 長 高山 裕宇 大神神社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
副 会 長 神田 憲明 御霊神社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
事務局長 多田 佳史 橿原神宮
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
会
計 髙鉾 義嗣 橿原神宮
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
理
事 越智 康介 春日大社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳

③趣味

④休日の過ごし方

⑤ひとこと

新入会員紹介

②座右の銘

平成二十八年度
①生年月日

大神神社

①昭和五十八年五月二十六日
②﹁好きなものを見つけたら︑
深みに嵌まるな︑高みに登れ﹂
③料理
④古本屋廻りや映画鑑賞
⑤まだまだ若さを振り絞って頑張っていきたいと
思います︒

①平成二年十月十三日
②日進月歩
③スポーツ全般
④サッカー︑フットサル
⑤青年会の中で︑お役にたてるよう頑張ります︒

先ずは会報﹁青垣﹂五十三号発刊にご寄稿�ご協力頂きまし
た皆様に心より厚く御礼申し上げます�さて�本年度はリオデ
ジ�ネイロオリンピ�クが開催され�メダル数は四十一と云う
史上最多を更新し�日本中が大いに沸きました�その中で特に
印象深か�た選手が�柔道七十三㎏級で金メダルを獲�た大野
昇平選手であ�た�過去どの柔道選手もメダル獲得の瞬間�派
手に喜びを表現する中�大野選手は笑う事すらしなか�た�
試合後のインタビ��では﹁柔道という競技の素晴らしさ�
強さ�美しさを見ている皆様に伝えることができた﹂と云う敗
者を侮辱しない武道の精神�日本人の持つ思いやりと尊厳の心
を世界に示した�
論語の中にこんな一文がある�ある日�子頁︵弟子︶が尋ね
て言�た�﹁先生�一言で生涯行うべき事はありますか？﹂そ
の問に﹁それは﹃恕︵じ�︶︻思いやり︼﹄だろう�自分のし
て欲しくない事は他人にもしてはいけない�﹂
私もこの﹁恕﹂の精神を青年会活動でも示していける様励む
所存でございます�今後ともご指導ご協力の程宜しくお願い申
し上げます�
︵広報部 大神 高井︶

編 集 後 記

大神神社

かわかつ

つぼした

理
事 鈴木健太郎 春日大社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
理
事 平田 佳誉 藥園八幡神社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
理
事 大森 啓史 往馬坐伊古麻都比古神社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
理
事 小嶋 靖久 石上神宮
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
理
事 高井 春明 大神神社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
理
事 井口 洋一 大神神社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
理
事 上野
潤 橿原神宮
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
理
事 樋口 忠親 廣瀨神社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
監
事 一木 真守 春日大社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
監
事 栗野 義典 八咫烏神社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
直前会長 大月
智 大神神社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳
相 談 役 持田 照久
木 火雷神社
︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳︳

よし あき

吉晃

川勝

たかひろ

貴裕

坪下

【かたりべまほろば】
【皇居勤労奉仕推進委員会】
【神道青年近畿地区連絡協議会】
【神道青年全国協議会】

団長：神田憲明
事務局長：小嶋靖久
事務局員：大森啓史
委員長：尾田交之
事務局：白沢宏臣
委員：野上裕司・坂口智紀
理事：花房兼輔・高山裕宇
相談役：持田照久
事業委員：栗野義典・樋口忠親
監事：持田照久
代議員：花房兼輔・神田憲明
時局対策員：花房兼輔

部員

橿原会員

啓史
大森

佳誉
平田

忠親
樋口

憲明
大月

智
直前会長

靖久

小嶋

部員

神田

副部長
組織教化部長

諸社会員

副部長
事業部長
副会長

康介
越智

照久

井口

春日会員

部員

持田

副部長

春明
高井

副部長
渉外部長

大神会員

広報部長

高山

監事

上野

義嗣

鉾

多田

裕宇
副会長

一木
栗野

真守
義典

相談役

部員

洋一

事務局員

潤
事務局会計

佳史
事務局長

花房

兼輔
会長

理事会
総会

組織図
奈良県神道青年会
平成27･28年度

（１６）
第5３号

垣
青
平成２９年１月１日

出向理事

委員：神田憲明・大森啓史

【神宮大麻頒布推進委員】

