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広報紙発刊のあいさつ

ふさわしい
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（仮称以下同じ）を発行することにな

紙名をつけて
下さい。ふる
ってご応募下
さい。事務局

＞
紙名募集

就任のあいさつ理事長関目季弘

ｆが、

此度の役員改選におきまして、はからずも

か：腱脳し

理事長を仰せ付かりました。何分にも浅学非

才の身であり、由緒ある財団法人賀茂県主同

「同族会だより」が日頃疎遠になりが

すが先人の功績に学び、会員をはじめ役員の

が、お受けしたからには、微力ではございま

族会の理事長の大任は甚だ心許なく存じます

春とはいえ、相変わらず寒い日々が続いてちな全
春とはいえ、相変わらず寒い日々が続いてちな会 員の皆様方への情報提供或は情報交換
ｆみ

個茂別雷神社宮司

かⅢ〃いか剥

かｂだⅡ勺山刀仇みことひＬｉＬい

我々、賀茂氏族は、賀茂別雫、神社御祭神の

御祖神であります賀茂建角身命の斗川荷として

古より賀茂県主姓を賜って山城．川を治め、

阯職として賀茂別需神社に神勅してまいり、

明治維新による佃制廃止後も、川社家として

発刊が企画され、慶祝に堪えず、衷心よりおべきも のがあります。ひとり勅祭賀茂祭や鏡一
一発刊が企画され、慶祝に堪えず、衷心よりおべきも

年より旧社家有志が図り毎年名家の持ち向り

財団法人賀茂県主同族会の発祥は、明治九

神事に奉仕してまいりました。
馬会神 事にとどまらず、建造物修造、各神事一

一慶び申し上げるものでございます。・
慶び申し上げるものでございます。・

同族会におかれましては、賀茂の大神様へ催物へ

われております。昭和四年には、明治初年の
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系図の保存と会員の親朧の事業を行ってまい

会員として、賀茂県主系図保存会が発足し、

県主系図に明治五年までの系図の窯継ぎが行

ます。大正六年から昭和六年にかけて、低茂

の永い奉仕の中で、明治の官制施行、昭和の捧げら れており感謝に堪えない所であります。｜
一の永い奉仕の中で、明治の官制施行、昭和の捧げら
敗戦後における宗教法人等々にみられる神社
会報 の編集業務は大変な甑と存じますが、｜
一敗戦後における宗教法人等々にみられる神社
制度の激変を経ながらも、一貫して大神様へ財団に ふさわしい会報として又同族会の心の一
号一制度の激変を経ながらも、一貫して大神様へ財団に
しか

賀茂県主系図に登斌されている氏族の子孫を

Ⅱ務惑枠》い
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にその”心〃が継承され今日に至っておりまとを折 念して御祝いの詞といたします。

Ｍ一四靜醗憾州侭痙朏舳訓州報川甸蚕川Ⅶ洲Ⅶ辨取柵緬

の赤誠は変ることなく捧げられ、而も名家毎交流の 場として、末永く継続発行されますこ－

で斉行しておりました祈先祭祀が発端であり

雌 一同族会におかれましては、賀茂の大神様へ催物へ の協賛等々数え切れない奉賛の真〈心を一

ちかうしん

だきますよう心からお願い中し上げます。

皆様のご協力を得ながら精一杯努めたいと思

力をいただきましてありがとうございます。
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「

「会報の創刊を祝して
会報の創刊を祝して」

建内光儀

おります。日頃は何かと同族会の事業にご協の場と して、また、同族の誼を深め、同族〈二

りまし た。

より」

固'族会

主同族会におかれましては、此度「会報」のても希 有なる存在であり、その点評価される一
一主同族会におかれましては、此度「会報」のても希
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ありま す。
此度、同族会活動の一環として「同族ムニだ
此度、同族会活動の一環として「同族会だありま

この

財団法人

いますので、何とぞよろしくお力添えをいた

理亭長関目季弘
理事長関目季弘

賀茂県主

一賀茂別需神社と格別に御縁の深い剛賀茂県す窮は
賀茂別需神社と格別に御緑の深い財賀茂県す甑は 、拘に尊い事蹟であり、神社界に．あつ－
皿し

よⅧ：！ｉｉ：Ｉｉｉ：！．‐：ｌｉｉ：！…：‐：！ｉ：‐：！ｉ：！ｉ：！ｉ：！ｉ：‐：！ｉ：！ｉ：！

り

,
''１ 年
族 会 だ
創刊号賀茂一県主同族会だより平成１０年２

》

発行所

活動の 活性化の弾みになればと念じる次第で

鰹ｌ１ｉｉ懸
●

周

1０

Ｆ

回8負』

‘lｉ
－．．－．．－．．－．．一・・一・・一・・一△・－・・－．．－．．－．．．－‐◇－．．－．．－．－－．一一・・－．．－．．－．・－．．－．．－．。￣・・－．．－．．－．．￣Ｉ

一変茨巷蒙の奔麺のまつり琴その一一

一趣『苛一｛》鉾引｛》需搾『佃》》》》一一

霧溌灘］
■■■・・｝■■■■■■■。｜■■■■■■■■■■■■｜■与り●■■■■■⑥■■■■・■｜■■・■｜■。■■■■、。■□”・■■・■●■■『■■■■■■■□■■■■・■■■■

襲臺礒亙iii

1m

日

旧
平成１０年,

牛同族一会だよ＿り
県
賀茂

￣fil 刊号

史的に文化財として貴重なものとして

る賀茂県主系図十六巻は、学問的、歴

のであります。また、同族会が所蔵す

主同族会が創設され今日に至って居る

十年七月に許可を受け財団法人賀茂県

ために財団法人の申請を行い、昭和四

ど公共性を高め、更に向上発展を期す

と文化を護り、文化財の保存と公開な

が奉仕する習わしであり、この伝統は

あります。競馬会神事は古くから同族

があり、奉仕者の確保が緊急の課題で

層が主体のため学業或は就職等の制約

中で、特に競馬会神事では乗尻は若年

行いたします。これらの毎年の事業の

族の祖先祭祀を同族が多数参集して斉

と展観公開を実施し、十月には賀茂氏

文化財であります賀茂県主系図の曝涼

て奉仕をいたします七月には国の重要

果実と、祖先祭の玉串料等であります

ら醸出していただきました財団基金の

同族会の運営経費の財源は、会員か

いと考えております。

ご意見を伺いながら準備をして行きた

ては、実施の可否を含めて会員皆様の

りますが、千年祭及び記念事業につい

に斉行されました。十年先の事ではあ

を祭場にして祭典及び記念事業が盛大

九百年祭は明治四十年に上賀茂小学校

在質卿の千年祭を迎えます。在寳卿の

族会の基金と組織を整えて、古き伝統

昭和四十四年に国の重要文化財に指定

末永く絶やすことなく継承しなければ

が、近年の低金利政策により、その果

ばくりょう

されております。

なりません。

行きたいと考えております。また、同

員の把握に努め同族会の充実を図って

ることと思われますので、今後とも会

のほかにも未登載の会員が多数届られ

東京のほか各地に及んでおります。こ

て、その居住地は京都を主として阪神、

によりますと約三百九十家でありまし

名簿の整備と改刷、明治以降の家系図

しまして、新たに事務局の整備、会員

ております。このために当面の活動と

のある活動を実施して行きたいと思っ

意識の高揚、連帯感の醸成などに効果

業の活性化と賀茂氏族としての誇りと

同族会の更なる発展を図るために、事

今後の同族会の運営につきましては

願いいたします。

が、事情をご理解いただきご協力をお

ることになり、誠に心苦しく存じます

復は期待できず冨毎年寄付をお願いす

致している次第であります。金利の回

ただ今、同族会の会員は、会員名簿

族会の会員の規定が明確になっていな

の整備（昭和三十九年発行の知新緑の

理事長就任にあたり充分意をつくせ

実は、極端に減少し、財源が確保でき

いので、会の運営上、前記の基準を基

追補）、神事奉仕者の充実、賀茂氏歴

ませんが、思うところを述べさせてい

い申しあげます。

会員の皆様のお力添えを心からお願

賊巫肌航阯舳雌蝉Ⅳ鰍獺鯲悸｜

ない状態となっております。これの対２

礎とし何らかの形で定めておきたいと

史の勉強、会員への広報活動等につい

ただきました。

踊ｈろく

思っております。

均？つこうそ

また、平成十九年には中興の祖賀茂

たいと考えております。

て財政を考慮しつつ順次実施して行き

本同族会の例年の主な事業は、五月
に競馬会神事、ならびに勅祭葵祭の走
聾がけしよ：のりじり

馬の儀と山馳神事に所役及び乗尻とし

￣Ｚ

目
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習茂県＊周藤今だより
負１１打１号

創刊にあたって

神武東征を先導したとされ、また京都

要があろうと考えます。

発行等により風化防止の措蔵を行う必

広報紙の概要について（広報チーム）

にあたる者の一人として大変喜ばしく

一会員の立場として、また推進の圧

として画期的な事業と申せましょう。

されることになりました。これは当会

報紙「同族会だより」（仮称）が発行

このたび同族会活動の一環として広

れまで世襲的に行って来たカモ社の神

しかしながら、明治維新に際し』そ

史とともに歩んで来た氏族であります。

す。即ち日本の国造りに資しⅣ木の歴

糖を経営した古代からの名族と言えま

も賜り神社を中心として京都市北部一

文化を誇り、県主の職位や言向い官位を

発展的で社会的に有意義な文化をも今

ば先祖の業績を超えうるような新しい

リアを活かし共同作業をしてゆくなら

認識継承しつつ、正しく手を結びキャ

の広報紙を通じ我々のよき伝統文化を

各分野、各業界で活躍していますがこ

現在我々会員約四百人のほとんどは

３．記事内容の種類》

２．紙面サイズ皿Ｍサイズ１～２枚

１．年間発行回数『２回（６、⑫月頃）

創刊にあたり広報紙の輪郭を知ってい

思います。そして同時に全力をあげて

職（社家）を新制度により離職するこ

後創り出し形成してゆけるものと思い

「眠れる者には神も法も助けない」

へ進出、開拓し蒲我々の信仰の中心で

あるカモ神社の創建氏族として独特の

推進してゆかねばならないと身のひき

とになり、それが故に新たな聡を求め

ます。

副理事長西池成晃

しまる思いがいたします。

好む、好まざるに拘らずやむなく新天

同族会は全国各地にお住まいの同族
全員のものであると同時に全員で作り

この様な状態の改善を考えるとき会

の皆様のご指導、ご協力を得て、熱気

報紙で見苦しく稚拙なものですが〈云員

初めは、素人チームによる手作り広

⑩社家所蔵の、社務関係古文書に関する

⑨社家の風俗、習慣、気質に関するもの。

⑧各社家先祖の神事祭祀の様式について。

（誇れる業績）

⑦各社家ご先祖様の各界における業績。

⑥各社家先祖の社務に関するもの。一

⑤賀茂神社神事についての解説。｜

④自主活動グループの活動状況。３

③賀茂神社への参拝状況、神社の状況。一

（葵祭、競馬会神事、仙水の宴等）｜

②賀茂神社への奉仕状況。

（繩州缶繼順附Ⅶ１…鵬州鵡鈩）

①会務関係。

ただくうえで次に概要を記します。

この広報紙の発行は次代を担う若手

地を求めて転出してゆかれた方も多い

とも言われます。

会員の熱意が実ったものであり、今後

といわれています。

あがたいし

永久に継続すべきものと考えています。

さらには今佃的世怖も寵なり「賀茂」

全員でよりよいものに作りあげてゆく

あげてゆくべきものであります。

な活動をし成果をあげているのに比べ

についての情報や認識も自然的に稀薄

べきものと考えています。

その後、百年間、世代の変遷や娠帰

当会の活動は消極的に過ぎるという批

化し、高い誇りすらも風化、忘却され

周辺の諸団体等が向山活発に積極的

判は以前から若手会員により指摘され

てゆく傾向がみられます。

この広報紙により会員各位が情報や

員名位の個人的注意力や自覚さらには

のあふれる広報紙に成長してゆくもの

それと同様にこの広報紙もまた同族

て来たところです。

意見を共有できるようになり結束性が

熱意にのみまつだけでは共通認識や傭

と確信しています。

力せつ

高まり、一層強い主体性をもって活動

報を高レベルで保持してゆくのは不可

（以上）

重ねて皆様の力強いご指導、ご支援
をお願い申し上げます。

鰡拙州洲杣川噸肌州吋邨川や．（狐玉く）

関係に関するもの。

ｏ社家と皇室、公卿、公家、大名等との

もの。

する団体として変化発展してゆくもの

能に近いものと思われます。やはり同
族会自体の活動の一つとして広報紙の

と思います。

既にご存知のように我々賀茂氏は

》同族各位所蔵古文書のマイクロフイルニ化について》

一ロロ■■■■■■■■■■■■■且■■■■■■■■■■■■■Ⅱ■■■■■■Ⅲ■Ⅲ■■■■□
Ⅱ■■■■■■■■■■■四回■■■■■■■■区ロ■■■■■■■■■■■■■回■■■■■回り

むを得ずコピーする場合には当会一へご連絡ください。

（以上）一

二次的コピーは行わないこと。や一事長西池、または常務理事北大路の方一

ロフィルムは学術にのみ活用し、｜ご希望の向きは、理事長関目、副理一

①史料編纂所へ保存する複写マイク一できるかも知れません）

化）することに同意し平成九年十月に一名家ご所蔵の文化財をリストアップ一
実施しました。
－し、しかも複写ができるよい機会かと一
因みにこの場合の条件として、一思います。（将来、同族会の資料館が一

るものとして複写（マイクロフィルム－しい旨要望されています。

常務理事協議のうえ学術上に役立てう一で複写（マイクロフィルム）させてほ一

惣系図」を複写したい旨の要請があり、一は全て史料編纂所として確保したいの一

資料として当同族会所蔵の「賀茂社家一の

これらの古文書の内容理解を助ける一（二）明治以前のカモ社社務関係のも一

ロフィルムヘの）を行っています。一以前のもの

書の精読と必要なものの複写（マイク一（｜）西暦一七○○年代（元録年間）一

京大学史料編纂所のメンバー（責任者一して同族の方々が個人的に所蔵されて一
橋木政宣教授）が中心になって各古文一いる古文書のうち

調査は現在京都府文化財保護課と束一この調査のなかで橋本教授の要望と一

査期間は数年間を要するとのことです。「。！！‐ｉｉｉｉｉｉｉＩｉｉ‐ｉｉ・‐！‐・‐。！…‐！‐｜

える極めて大最のようです。従って調としています。

一式を同族会へ提供していただ

よる調査が平成九年十月から行われて

ＴＩ

『、』

房ノー

います。古文書の総点数は一万点をこくことｏ

うに上賀茂神社所蔵の三手文庫の国に②複写作成したマイクロフィルム

既に新聞紙上で報じられていますよの許可を得る一」と。
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第第ま木実型かうめて言ぱい
(4)（３）(2)（１）２（５）（４）（３）（２）（１）１ま年皆施パリとそ先わ出うか
高iii高風岡回葛御fI119l11駄高回ではさしス毎言の狙れてよれ

厭郭奮溌蔑濃!|易蕊灘孟誌ｉ幽湘珊誇さif墓：
峠社８社社７先日ろす１のに古しろたが力

天；鴨の田城歳ｕＵＩ都抑§の８んてを年う周がるいうて

目

1二

年，
戒
ｈ

引朧今だ」
轡７膳県。
fill刑１号

・・・・・・・・年・・・・・・・・年等へし。夕おな木たへが会モ
神岡司京８奈奈奈奈８は±け親Ｉ盆りや土行、員の
話前古都月良良良良月次一れ陸し休こ景地つまのル
の事府１４県県県県１３ののば効Ｆ１みの観をてあ方ｌ
舞記相ＩＨ－１御御御御日と予ご果帰をとに笑み一々ツ
台上楽へ所所所所へお定参はり利こ接際よ度かは
に郡水市市市市土りで加上ツノ1Jろしにうルらど

あ北一持櫛鴨一です下々アし３てふ、１しこ

る鵬２６、雑神２２す。さで’て年みみそツばか
祠：村人人。いいすを大ばよししとしと
ノ．

⑥高天彦神社》奈良県御所市鴨神

⑥葛城一言主神社》奈良県御所市森脇

ｍ葛城坐火雷神社⑫

奈良県北葛城郡新庄田

第３回平成９年８月Ⅳ曰（日）閉人

叩奈島賀茂神社魂（上賀茂神社旧荘園）

京都府城陽市奈島久保野

の京都府立山城郷土史料館》

京都府相楽郡山城町上狛千両岩

③八腿烏神社》

奈良県宇陀郡榛原町高塚

Ⅶ森野旧薬園》奈良県宇陀郡大宇陀町一

一広報紙の概要について（羽卦挙）鈩

一ⅧⅦ蝿羽墹胱州廉Ⅲ蕊刷剛一

一⑤賀茂社家に関する出版物、文献、
一書籍の紹介。

一⑬会員相互の意見交換、要望に関する

一もの。

｜⑰会員の紀行、体験記録、随想、所感。

一大略以上のような記事を考えています。

－皆様のご投稿をお待ちしています。ま

｝た取材に出向いたり記事原稿をお願いす

｝ることも多いと思いますがその節にはど

ごうぞご協力をお願いいたします。（以上）

会務報告
常務理事北大路元顕

なった。

作成チーム、白「歴史勉強会チーム、
☆事務局内グループ

「・■・・・●ロ・のｃｃｅＣＣＣ⑤。●・ひ■。。■。。□・ロ●、●●●●●●・・已守●●●・・・●●●Ｃの・・●

一一一、平成九年八月十［ロ実施一

Ｒ寄付行為の細則（会運営上細則な

を議題とし諮問を受ける形で開催さ

れた。

何れの議題にも賛意を付し理事会

へ答申。（議事経過は理事会議事録

と同じにつき省略）

潟淘鯏鰭豐溺『獺獺灘窺噛

一、平成九年七月二十七日の系図展観

日役員のみで曝涼を実施しました。

は；とう

については台風の為、展観中止、後
質問、意見に対し、その回答がなく

一●●●◆●●ぜ●●●Ｐ●。●白白■■■●●●●ロ●●●●●■■●①⑪●已口●■●■■●●■■Ｂ●●。⑪■■●Ｃ●●●■■０口●■字

一四、平成九年十一月一一一十日実施一
一第十回理事会（緊急）一

ＪＣＤ●●●、⑪●ＰＣ・・□・●●●●・ＣＣＯＱＣ。。●●ｄロロロロロロ：・・●●。、。＆●ＣＣＱｑＯＯロロロロ。●●●ｃＯｇ

人として就任依願があり鶇これに対
し同族会として理事長を推薦する旨
｜識一『営麺曇曇璃鴬豐轡

とのご意見に従い決定したものであり

について以前より年初に決めてほしい

理事会、評議員会の定例会議開催側

につきましては、神社の都合で変更す
る事がありますのでご承知置き下さい

但し十月、十二月の理諏会、評議貝会

平成十年十二月二十口⑪〃

平成十年十月十一Ｈ⑪〃

平成十年六月二十一日㈹午後一時半

平成十年三月二十一口⑪午前十時

評議員会（場所は何れも神社）

平成十年十一一月二十日脚〃

平成十年十月十一日脚〃

平成十年六月二十一日脚午前十時

平成十年三月十五日⑧午後一時，

理事会（場所は何れも神社）

｜｜へ平成十年定例役員会開催予定、

Ｈ、会員からの質問事項の文巍臼に依る

一一一、平成九年十月十八日実施一
｛第九回理事会
■■●■の●□■■●●◆●ＣＯｃＣＧ００□Ｃｏ０Ｐ●●●●●■⑪●●●。●●■■■００●■■Ｇ●ＤＯＣ●■■■●ｑ●⑰》

名●●●●の⑪●●●●●ＣＣＣ・■・■■・・・■ＰＰＳＣ●●●・●■。ｅ◆◆ＣＣ０６００□・・０●・■□の・ＯＤＣ・●■

いて文書で回答する事になった。

放置された僻になっている案件につ

毎年机先祭時に出席会員から出た

事項に関する件

四、会員からの繰返し申し入れ及質問

Ｏ匿報紙発行

き為、これを明文化するもｅ

一第八回理事会
ｒ■Ｓ●●●⑰●寺・●■■●●の・・●●の。■■・■■０．０．●●ＧＣＣ⑪・二℃Ｓ●ＣＣ●ご・・・・ひ印』●・■

（今回から平成八年一一月四日開催理

事会を初回とする通し番号を採用）

平成九年三月二十九日、寄付行為第

十九條に基き新役員が決まり、平成十
日会員名簿改刷（会員資格基準の見

えるに当り、寄付行為（規約）に則

平成十九年に在寅卿一千年祭を迎

可否の件

ロ、中祖在質卿一千年祭記念事業実施

直しを含む）の件

二年三月迄の三年間、会務を執る事が
決定、先箙諸氏の事務を引継ぎ乍ら、
一歩ずつでも会員の皆様方と共に、よ
りよい同族会になればと思って居りま

す。新理事、新評議員名簿については
既報に付き省略致します。

する事になり今後役員挙げて計画に

り祭祀を行うと共に記念事業を実施

一一、平成九年五月十一日実施一

取組む事に決定

璽團慰嚢醤謁議豊轡
》平成九年度第一回理事会一
●●●●の●●Ｃ△●●●ｃｃ●◆■■の。。■●■・●●●●●■●●●●●●●●●●●・・Ｂ●●●⑪。□。●ＣＣＣ●●●》

当会事業として、競馬会神事奉仕、

回答の件

理事長関目季弘

系図展観、祖先祭の三事業は毎年実

ロ、事務局設置の件

副理事長西池成晃

施されているが、これらの目的事業

Ｈ、当会理事長賀茂社責任役員就任の件

Ｈ、理事三役選任

常務理事北大路元顕

への奉仕の最的質的向上効果を有す

旧来同族会あてに賀茂社責任役員

ロ、事務局形態の一部変更について

常務理事中大路顕信

る埜雛的諸活動を実施推進するため冠

就任依頼があったが今回は理事長個

ロ、平成八年度事業報告及収支決算に

役員から成る事務局を組織し、これ
と連動する自主活動グループを編成

ついて

平成八年度に引き続き平成九年度

し消化解決してゆく方式をとること
☆事務局外グループ

一、評議員会は何れも理事会議決事）項

文書で回答した。

ｅ名節改刷チーム、ｏ知新録最新版

になった。

も助成金拠出のお願いをする事にな
った。

曰、前理事長岩佐氏熈氏の長年のご勤
続に報いる為、顧問に推薦する事に

に
【」

平一成１０年２月１０日
習茂県非同族今だよ｝'）
剣荊｜号

役員会（理事、評議員会）及広報チー

練合せてご出席ねがいます。尚、臨時

ます。役員の皆様方には、当日は万障

ました。近年は乗尻、扶持の奉仕者が不

が所役、乗尻を奉仕して吝行してまいｈ｝

年の歴史と伝統があり、古くから旧社家

賀茂別雷神社の》巍馬会神事は、九○五

く八ぺう吸え②しんと

競馬熱馴甑椥持上して奉仕の壼癩い

ム等新しいチームの会合については各

足ぎみであり、今後とも同族が末永く絶

左・七・九・七と順次外一

子・境・水等を中央から一

・干物・汗菜・果物・梁一

内の馬場で行います。練習の方法は先ず

句から４Ⅱ末までのⅢ咽、祝Ⅱに神社境

に祭儀の練習と乘尻の乗馬練習を３凡小

競臆神事が吝行されます。ご神事のため

神事では勿論、練習でも事故は絶対に

のンンンンンン（上･関永．１北おけ上会了で

こ岡巾西１１１岡岡ilT馬力ｂ力|ｊ力1）松氏背すチー区蹴るの勵弟す
と本池本水木はる’８上い方学とで。
場野lWllIj：１１１
と正聡成浩氏雅法紘康ＦＩＩ滴ｉｉｌｒ次述ム８賀いは生そ小
思和顛濡矢和イニ１ﾘ］之清滴Ｉﾘ｝山名の緒－１茂た左及の学
い儒刀先は７南し記び下校

ま々等目関人まま社弟高
すＩＷｌｉｌＭｌ１ｌｌＷｌ１ＷｌｉｌＭｌｌｌＩ111ＭＩｉｌｌＷｌｉ１Ｍｌｉ１１ＭＩＩＭＩ１ＶｍＭｉでは下Ｅ｜略すで会で学
｡１９４８５０５０５１５３５４５６５９５９６１２１１；し次編季Ｈ１Ｊｏご人小年
５４９２１０１０２２１１１１９２Ⅱた回成弘４逆男学男’
二丁こ校干

○

○

・会務報告つづき

々のリーダーより通知が届く事になっ
やすことなく競馬会神事に奉仕するため

を募集しています。

へ供えて行きます。紫後一

馬に馴れることが第一であり、乗馬の某

杣祁は５几１川に足汰式、５Ⅱ５Ⅱに

耐し＃・Ｚしき

尻、扶持として奉仕をしていただける方

なりません。このため、同族の子弟で乗

に、猯い世代の奉仕者を育成しなければ

ＬＬやくのりじり

て居りますのでご了承下さい。

－賀塞逵蒙の奔諏の垂一り夛その一一一
一沁釘戊誕稚禰文山木隆史一

一祭の崎の朴麟（お供え物）について一

一は逓婆順に洗米・滴・跡・鋼（スルメ）一
米・滴・餅・鋼（スルメ）一

は左に塩・者に水．て鋒わ】

礎から始め順次技術が習得できるように

米・清・塩・氷・を一合一

起こしてはなりませんので安全第一を心

系統的に練習を行います。

に綾えます。泓下は同じ』

がけております。従って馳馬は乗尻が初

扶持、乗尻として奉仕していただける

蛎故防止には十分に配慮を致しています。

だい釣り

か〃・』水

ように左・者と順次外へ千

心背の場合は、熟練者が代乗をするなど

■

】

乢一召鋺糾朽肌！「刎祁譲摘坪‐恥年鉗甸制訴・一

打茂祭式は左側が上位》

：ＩＣ１．０．１０１０１．ＩＣＩ・ＩＯＩｏＩＣＩ０Ｉ０ＩＤ０

供えて行きます⑪

一一一堂を使用する時は沈一

り生す。

霞MmFii， 畠②厨詞濡隔
|鯛圃圏關薩１１’
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▽甑務局からのお願い△

系図展観（毎年七月下旬）認机先祭

（毎年十月下旬）開催時に、会員各位

には寵前に案内状を発送しております

が、仇所表示変更、転居先不明等で案

内状が戻って来ております。斯様な方

につきましては旧来るだけ後追い調査

をして借締から脱落しないようにして

おりますが、当広報紙がお丁元に脇い

た方々のお知合いのなかで最近住所、

お缶前が変った方（世代交代）をご存

知の場合は覗務周迄御一報卜さい。

蔀務局北人路沁甑

計報

・前叫鞭畏冶佐氏熈氏

平成九年几刈二十Ｗ、ご逝去

・評議員松下二男氏

平成九年十一凡下Ⅲご逝去

ご冥禰をお祈り致します。

編集後記

ようやくでき上がりました。お脇

けします⑩素人チームなのでまごつ

くことばかりでした。貯様からのご

指導をよろしくお願いします。

（広報チーム）
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