
号数 年月日 分類 題目 内容 著者 備考
１９号 明治43年1月25日 叙任辞令 叙任辞令

通達

戊甲第一号
（別紙）戊社甲第一一二号
（別紙）発局第四号
（別紙）祭式講習志願者心得
（別紙）祭式師範講習志願者心得

皇典講究所神職養成部祭式講習科第二期普通祭式
師範講習開催相成候ニ付別紙ノ通リ東京府内務部
長ヨリ通牒有之候條志願者ハ左記書式ニ依リ至急
出願相成候様致度此段及通達候也

寄書 伊勢神宮式年御遷宮 深澤鏸吉

文苑 文苑
佐佐木高行・本居豊頴・
井上頼囶・宮地巌夫・久
保悳鄰・好文

神社取締に関する訓示
奏任待遇神職の祭式講習会
北多摩郡祭職会総会
北多摩郡j神職神社奉務規約
旧第一部神職の会合
東京府下神職有志会
南多摩郡多摩村鎮座郷社小野神社にては一月一日戊
申　詔書捧読式祭典を挙行せり
二宮神社筒粥神事 参拝生稿

広告 広告
２０号 明治43年2月25日 叙任辞令 叙任辞令

講演 石神井村青年貯蓄団の総会に於て 鏑木氏香
石神井郷社に於る貯蓄団の総会
豊澤稲荷社
金王八幡社の例祭
長者丸稲荷社
宮益御嶽神社
忠恕会
南葛飾郡神職総会 香取幹事報告
南神職会幹事改選の結果当選者左の如し
南葛飾郡神職会祭式講習会
南葛飾郡役所の郡神職会総会決議　小学児童神社参
拝敬礼方について小学校長への通牒
祝詞式と会計簿
本郷高等小学校上棟式
連合府県神職大会
深川区猿江町猿江神社に於て一月廿六日氏子有志四
十余名新年奉祝祭を開催

広告 広告
２１号 明治43年3月25日 叙任辞令 叙任辞令

皇典講究所副総裁の推薦
皇典講究所長國學院大學長の推薦
阿豆佐味天神社参拝の記 藤生
神社に関する四十三年度予算 経常部内務省所管
佐佐木副総裁の薨去
贈従三位加藤清正卿の三百年祭を兼ね御贈位一周年
紀念祭を三月十三日午後一時より築地水交社内にて挙
行せられたり
北豊島郡　本年新嘗祭御献供米栗の耕作に付き祭儀
執行
北豊島郡は本年新嘗祭御献供米栗を耕作すべき当番
なるを以て同郡農会は同郡神職会と合議の上本月十七
日を以て各耕作地に於て北豊島郡農会正副会長郡農
会技手耕作地関係各村長及小学校長同郡神職会石山
篠大槻の三幹事金子丑五郎上野春吉の各耕作人其の
他有志者参列の上朝賀喜一石塚應源の正副斎主を始
め篠與作石塚作藏渡邊昌一郎等の斎員にて左の通り
祭儀を執行せられたり
神職養成部
地方団体及功労者の事績概要

広告 広告
２３号 明治43年5月25日 叙任辞令 叙任辞令

通第四号
（別紙）戊社乙第六八八号二
（別紙）

別紙之通リ東京府内務部長ヨリ通牒有之候ニ付奮テ
入会候様致度此段及御通達候也

発第一号
（別紙）南足立郡神職会規約

今般本郡神職申合郡神職会ヲ組織致候條別紙規約
相添此段及報告候也

演説 鈴木内務部長演説（続キ）
皇室礼第三号（続）附式
玉鉾会の拡張
官国幣社幣帛神饌料の増額
償還元金代り交付の四分利公債発行に関する大蔵省
の説明
南葛飾郡戦病死軍人招魂祭
南葛飾郡神職会長祭詞
東京府知事祭文
南足立郡神職会の組織及其状況

広告 広告
２４号 明治43年6月25日 叙任辞令 叙任辞令

勅令 勅令第二百六十七号 朕文武判任官等級令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

会報

通第五号
（別紙）戊社甲第二五四八号四
（別紙）内務省社第一〇八八号

客月廿五日常議会ノ決議ニヨリ同月廿六日ヲ以テ祭
典費募集ニ関シ相伺候処別紙之通リ東京府内務部
長ヨリ通牒有之候ニ付此段及御通知候也

皇室令第三号（承前）
府県社以下神社及神職に関する統計
明治四十三年四月廿五日より五月一日迄一週間皇典
講究所内に於て全国神職会通常会を開きたり其の記録
左の如し
府下北多摩郡武蔵野村大字吉祥寺鎮座村社八幡神社
は氏子数殆ど三百戸程これあり殊に重立つ者敬神の心
深厚なることは頗る感ずる所なり同神社本殿は往年数
千円を氏子にて醵出し新に築造し其後遷宮の式典を挙
行せんとの計画ありし処折柄三十七八年戦役起りした
め無期延引となり居りしに昨年例祭の砌四十三年の春
季を卜して遷宮の祝典を挙行せんとの議決せられ遂に
本年四月四日を卜して三日間盛大厳粛なる式典を行は
れたり
宮崎盛壽氏の訃を傷む 藤乃舎生
忠恕会　開会
宮西邦維翁の逝去

広告 広告

２５号 明治43年7月25日 内務省訓令第八号
明治三十六年内務省訓令第十一号官国幣社処務規
則第四条ヲ左ノ通改正ス

彙報

彙報

官報

彙報

彙報

彙報

通達

『東京府神職会公報』



叙任辞令

会報 通第六号
皇典講究所ニ於テ内務大臣ノ委託ニ係ル明治四十
三年度神職養成部各科講習左記ノ通リ開催相成候
趣皇典講究所ヨリ申越候条此段及御通知候也

彙報 西多摩郡招魂祭 藤乃舎生
神職功労者齋藤眞指翁 西多摩郡神職会幹事報
北豊島郡より今秋新嘗祭に奉る栗作に付ては曾て米作
に付ては曩に報導せり、郡衙及郡農会等にて慎重なる
詮議の結果其の耕作地を石神井村大字関と志村中前
野の二ヶ所に選定せられたるが既に蒔付の期となりし
かば何れも本月二日を卜し同郡神職会は曩に執行せし
奉献米作地と同じく祭儀執行のため中前野にては神職
平岩、八木、朝日、小林、吉田、の諸氏祭員となり篠、
及石山の郡神職会両幹事参列せり。
南葛飾郡隅田村隅田川神社社前に於て六月一日入営
兵士奉告祭を執行せり
神職養成部入学者
海水浴場公開と臨時祭

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

２６号 明治43年8月25日 内閣告示第七号 右神社ヲ創立シ官幣大社ニ列セラレ候旨仰出サル
叙任及辞令

会報
通第七号
（別紙）戊社甲第三二二二号六
皇局第二〇号

客月第六号ヲ以テ及御通知置候明治四十三年度神
職養成部各科講習開催ノ件ニ関シ別紙之通リ東京
府内務部長ヨリ通牒有之候ニ付キテハ精々奮励入
会相成候様致度此段及御通達候也

内務省の神社合併方針
韓国併合の一大問題も今や其期成り殆んど締調したる
様子にて遠からず今月中には発表の事と確信せらる若
し其暁には宮中にても定めて賢所及び伊勢神宮等に於
て奉告祭挙行せらるゝ事ならん各神社に於ても此際各
自奉告祭挙行せらるゝは時機に適したる事にて何れ祝
詞等に関しては一定の便を計り追て御参考に迄印刷に
付する事あらんも此の機を利用し又宮中三殿に就ての
略説明を為すと左の如し

賢所
皇霊殿
神殿

西多摩郡神職講習会
牛島神社神苑会 附会則

広告 広告
２７号 明治43年9月25日 叙任辞令 叙任辞令

韓国併合奉告御祭典
神道研究会と朝鮮神社祭神論
樺太神社の造営計画
登録国債に関する願届書に就て
神社の合併に因る不動産の登録税に就て
神職養成部祭式講習科修了式
西多摩郡神職講習会
北豊島郡神職会幹事の迭更
岡山県の尋常神職試験
西多摩郡大久野村々社白山神社例祭
九月十五日八王子町郷社八幡八雲神社例祭日
同月二十日八王子町子安神社の例祭
築地波除神社臨時祭
寄贈書目
朝鮮併合奉告祭祝詞仮名正誤

広告
３０号 明治43年12月25日 叙任辞令 叙任辞令

南足立郡神職会例会の状況
石神井尋常高等小学校の開校祭典
庚戌大洪水見聞録（二） 今井直
贈寄書目

広告 広告
附録 東京府神職会々員名簿

３１号 明治44年1月25日 神聖寶訓 久保季玆（久保悳鄰）
叙任辞令 叙任辞令

地方費にて府県社以下神社経費補助の件
栃木県神職養成費県費補助
神職養成部神職講習科へ入会
本会顧問及名誉協賛員の推薦
全国神職会の水害罹災神職慰問
新年に於ける神社の列格
田無町の合祀祭
御嶽神社の例祭
十日会の新年会
北豊島郡神職会
豊多摩郡神職会
忠恕会新年会
雄略天皇の御性行に就て 金子扇浦
庚戌大洪水見聞録（二） 今井直
寄贈書目

広告 広告
３２号 明治44年2月25日 叙任辞令 叙任辞令

講演 久保東京府神職会長の講話（南足立郡神職会に於て）

東京府告示第四十二号ヲ以テ府会、市郡会、郡部会ノ
議決ニ依リ明治四十四年度歳出予算ノ内府社費トシテ
左ノ通リ計上公布セラレタリ
南多摩郡祭式講習会
南足立郡神職会例会の状況
石神井村青年貯蓄団総会
北豊島郡神職会例会

３３号 明治44年3月25日 叙任辞令 叙任辞令
神社施設に関する注意事項
府県社以下神社の総数
南葛飾郡神職総会
神社視察員を派出する事
西多摩郡神職会総会
官祭見学
皇典講究所学階司業試験
南足立郡にては幹事阿部止之氏退任に付補欠選挙を
行ひしに左記の通り当選せり
京橋区郷社住吉神社仮殿遷座式
帝国在郷軍人会麹町区分会招魂祭
古事記撰上記念祭

広告 広告
３４号 明治44年4月25日 叙任辞令 叙任辞令

寄書

彙報

会報

彙報

彙報

公報

彙報

彙報

彙報

会報



内務省令第四号
明治三十九年四月勅令第九十六条ニ依リ府県社、
郷社、村社ニ供進スベキ神饌幣帛料ノ金額左ノ通定
ム

内務省訓令第五号
国幣社例祭の節供進スベキ幣帛神饌料本年四月一
日ヨリ左ノ通り改正ス

通第一号
明治四十二年度収入支出決算之儀本会規約第二十
四条ニ依り常議会ノ確認ヲ経此段及御報告候也

通第二号
明治四十四年度収入支出予算第七回総会ノ決議ヲ
経テ左ノ通リ相定メ候條此段及御通達候也

通第三号
本会規約第九条中修正之件左記之通リ認可相成候
條此段及御通達候也

通第四号
本会参事員満期左ノ通リ改選相成候條此段及御通
達候也

総裁（代理昌谷事務官）訓辞
久保会長の報告
過日来東宮妃殿下の御不例
東京府神職会第七回総会
皇典講究所長國學院大學長の推薦
滋賀県にては本年三月六日付教発第一〇八号を以て
添田内務部長より各郡市長宛にて神職補任に関する件
に就て左の通り通牒を発せられたり
文部大臣演説の一節
櫻木神社例祭
豊多摩郡神職会に於ては客月廿七日通常総会を開き
幹事を改選し結果左記の通り当選せり

附録
内務省は神社施設に関する参考資料なる者を公表せり
本書は神社の経営について尠からざる効益ある事を認
め此に附録として掲載す

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

明治44年5月25日 叙任辞令 叙任辞令

勅令第百三十号
朕官国幣社以下神社幣帛供進使服制ヲ裁可シ茲ニ
之ヲ公布セシム

四月十七日付内務省告示第三十四号及第三十五号を
以て古社寺保存法第四條に依り左記の建物及物件を
以て特別保護建造物並に宝物に指定されたる管内神社
に係るもの左記の如し

通第五号

客月浅草区内の大火は実に惨憺を極め之が為め類
焼せし神社及神職の住宅有之同情に堪へず候に付
常議会の決議を経て左記罹災神職へ慰問状及目録
一封贈付致候條此段及御通知候也

会報 通第六号

皇典講究所に於て内務大臣の委託に係る本年度神
職養成部教習科授業来る六月十六日より開始の趣
内務部長より別紙の通り通牒有之候に就ては推選
の都合も有之候間志望の者別紙規則に依り至急本
会へ申出相成候様致度此段及通達候也

西多摩郡神職会総会に役員改選の結果左の通当選せ
り
北多摩郡神職会視察員派遣状況報告
荏原郡神職会第三回総会記事
南足立郡神職会例会の状況
広尾稲荷神社臨時奉告祭
東宮妃殿下の御平癒を祈り奉る

広告 広告
寄贈書目 寄贈書目

３６号 明治44年6月25日 叙任辞令 叙任辞令

公報 東京府訓令第二十二号
明治四十年五月東京府訓令第十七号ヲ左ノ通改正
ス

講演 春田理事の講話

全国神職大会は去る五月九日より開会し本会よりは久
保会長、朝賀、春田両理事出席し其決議事項左の如し

西多摩郡神職会幹事たる村社鹿島玉川神社々掌玉川
五郎次氏は夙に神職取締所部長又は東京府神職会参
事員として多年神職整理神職養成等斯界発展に尽され
たる功尠からさりしが今回多年小学校に奉職し教育上
功労顕著なる廉により西多摩郡教育会総会に於て表彰
せられたり其表彰文左の如し
京橋区佃島郷社住吉神社は六月二十三日正遷宮祭を
執行せられたり
國學院大學に於ては本月七日第十九回卒業式を執行
せられたり其式次第及卒業生の氏名左の如し
三重県に於ては県令三十四号を以て広告物取締法を
発布せられたり

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

３７号 明治44年7月25日 勅令第百七十四号
朕官国幣社職制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布
セシム

勅令第百七十五号
朕官国幣社及神部署任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲
ニ之ヲ公布セシム

内務省令第八号
明治四十年内務省令第一号官国幣社会計規則中左
ノ通リ改正シ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

東京府告示第二百二十六号
明治四十年五月東京府告示第七十六号神饌幣帛料
供進指定神社ヘ左記ノ分追加ス

叙任辞令
隅田川神社例祭
皇后陛下　神宮御参拝
行啓供奉員
御列次
御参拝前の神饌
御参拝御列
宮域内御列
外宮御参拝
内宮御参拝
御祭儀分課
二見行啓
山田御発輿
生徒服忌励行

善行者の表彰五月九日付を以て左の通り賞与ありたり

全羅北道神社創立計画
南山神社創立計画
大連琴平神社創立計画
台北稲荷神社鎮座式
官公吏祭式講習会
神社并神職に関する内務大臣の指示事項

公報

彙報

彙報

彙報

公報

会報

講演

彙報

公報



栃木県に於ては県令第五十一号を以て広告物取締法
施行規則を定められたるが神社に関係の者を摘録すれ
ば左の如し
栃木県皇典講究所にては去る五月廿日廿一日両日間
第四種学階試験を執行したり問題は成規に依り本所よ
り交附のものにして往々研究者より其程度を照会し来る
向ある為将た一般の参考にも其の問題を左に掲ぐ

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

３８号 明治44年8月25日 叙任辞令
内閣告示第七号 官幣大社樺太鎮座式及例祭日左ノ通定メラル
樺太神社落成
特別保護建造物修理費補助
京都市神社寺院風致費補助

附録 師範学校中学校作法教授要項
寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

３９号 明治44年9月25日 叙任辞令
善行者の表彰

会報 通第七号
本月十三日付玄学発第二三六條ヲ以テ左記之通リ
通牒相成候ニ付此段及通達候也

会報 本会顧問及名誉協賛員の異動
文部大臣の訓示
芝区府社芝大神宮社司諏訪鎗太郎氏は今回左の通り
改名せり
御社八雲八幡神社は九月十五日午前八時抽井社司以
下数名の祭員に依て厳粛に挙行せられぬ
西多摩郡大久野村々社白山神社は同村南北の中間に
ありて各方面の山麓より十数町を登りたる山頂に鎮り坐
ます例祭

敬神生

富岡八幡神社正遷宮
官公吏祭式講習修了式
奈良県に於ては神社調査の件に関し左の通り通達した
り
神社経費補助

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

４０号 明治44年10月25日 叙任辞令
善行表彰者

会報 通第八号
去る八月海嘯の災害は実に惨状を極め候に付黙視
するに忍びず例に依り左記罹災神職床上浸水者へ
慰問状及目録壱封贈付致候條此段及御通知候也

歌御会始御題
埼玉県大里郡初穂組合概況
西多摩郡大久野村々社三島神社
亀戸町香取神社例祭
篠崎村浅間神社例祭
上平井村天祖神社例祭
柳島天祖神社例祭
鎮守参拝記（同窓会雑誌抜粋） 参拝者の一人
北豊島郡神職会長の退引
会告

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

４１号 明治44年11月25日 叙任辞令
神社功労者表彰
幣帛供進使に関する件
幣帛供進使服制に関する疑義

講演 官公吏祭式講習会終了式に臨みて 井上友一
一府七県神職連合会
滋賀県皇典講究分所に於て学階試験を挙行せる其問
題左の如し
愛媛県にては神職功労者表彰の件に付き左の通り内
務部長より各郡市長宛にて通牒を発せられたり
内務省の祭神調査
同省予算と神社費

寄書 満五年 大森轡雨
寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

４２号 明治44年12月25日 叙任辞令

宮内省告示第十九号
宮内省告示第十九号を以て明治四十五年新年式左
の通り定められたり

善行者表彰
実業に栄功ある廉を以て本月八日付を以て賞杯を下賜
せられたる者左の如し

警視庁告示第二百二十九号
本月七日付警視庁告示第二百二十九号ヲ以テ出火
場非常線通行ニ関スル規定左ノ通リ定メラレタリ

講演 日本一の杉並樹 白澤林学博士
学階試験問題　去十月京都府皇典講究分所に於て執
行せし第三種試験問題左の如し
蒲生神社建設趣意書発表
神社功労者へ表彰
西多摩郡神職養成講習会の状況
北多摩郡招魂祭状況
参賀服装
牛島神社の入営奉告祭

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

４３号 明治45年1月25日 叙任辞令
朝鮮総督府訓令第一号
善行者表彰

会報 通第一号

今般本会ニ於テ斯学専門ノ諸講師ヲ招聘シ講習会ヲ
開催シ現任神職及其ノ子弟並ニ神社ニ関係アル郡
区役所町村役場吏員等ノ為研究ノ便宜ニ供シ度候
間入会希望ノ向ハ来ル二月■日迄ニ本会ヘ御申出
相成度此段及御通知候也

歌御会始に就て
御会始習礼式
新聞紙上に於ける所謂三教会同問題
福原次官の意見
福原文部次官の弁明
宗教利用は不可
三教会同と外字紙
クロニクル
神戸ヘラルド
六国史の校訂

彙報

公報

彙報

公報

彙報

公報

彙報

公報

公報

彙報

公報

彙報



神社合併の成績
賀茂翁墓前楓樹の栽培
大祓祝詞中の植物 松村任三
講習会

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

４４号 明治45年2月25日 叙任辞令
宮内省告示第一号 恒性皇子外二皇子御墓左ノ通御治定アラセラル
勅令第六号 陸軍葬喪令
表彰者
善行者表彰
宗教利用に就て
南葛飾郡通信
西多摩通信
東京市四谷区に於ける孝子表彰式 西多摩通信
忠恕会新年宴会 深川区通信
敬神尊皇の篤志南宗画家 深川区通信

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

４５号 明治45年3月25日 叙任辞令

東京府告示第六十号
明治四十一年十二月東京府告示第二百十八号会計
規則ヲ適用スヘキ神社ヘ左ノ通追加ス

表彰
賢所参拝

東京府南葛飾郡神職会明治四十五年度歳入歳出予算

講演 私祭に就て 春田宣徳
寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

４７号 明治45年5月25日

神宮神部署官制ノ公布
勅令第八十五号
勅令第八十六号
勅令第八十七号

四月二十勅令第八十五号ヲ以テ左ノ通リ神宮神部
署官制ヲ公布セラレタリ
神宮神部署長ノ官等等級ハ其ノ年棒額ニ応シ別表
ニ依リ文武高等官官等ニ配当ス但シ同官等内ニ於
テハ文武官吏ノ次席トス
神宮司庁官制中左ノ通改正ス

神宮衛士及衛士長官制ノ改正
勅令第九十号
勅令第九十一号
内務省令第三号

四月二十日勅令第九十号以下ヲ以テ神宮衛士長及
衛士ニ関スル官制ヲ改正公布セラレ同時ニ内務省
令第三号ヲ以テ其ノ俸給支給規則ヲ定メラレタリ

本月二日付ヲ以テ地方奨励表彰規程左ノ通リ定メラレタ
リ

善行者表彰
忠実ノ廉ヲ以テ本月十八日賞与セラレタル者左ノ如
シ

本月一日付子庶乙第一五四八号ニテ以テ本府内務部
長ヨリ各郡長ヘ左ノ通リ通牒セラレタリ
本府ニ於テハ府内各神社一般ニ失火取締方ニ付キ左ノ
通リ通牒セラレタリ
荏原郡羽田町大字鈴木新田無格社穴守稲荷神社々掌
金子市右衛門氏ハ今回左ノ通リ改名セシ由届出デラレ
タリ

一府七県神職連合会ハ本年ハ本府主催ニテ東京市ニ
於テ開催スベキ筈ナルガ其ノ開催期日ハ六月三日ニテ
会場ハ府議事堂ト決定セリ其式次第及議案左ノ如シ

全国神職会
本年は六月四日より開会せらるよしにて協議すべき
事項も殊に多数の趣なれば一週日以上の開会を見
るならんと云ふ

振天府拝観
振天府拝観に関する内規を定められ左の資格を有
する者に限り拝観の栄を給はる事となれりと云ふ

西多摩郡神職会は事業の一として毎年明治三十七八
年役殉難者招魂祭挙行の例なるが本年は去る四月十
六日を以て青梅町に於て挙行せられたり
荏原郡神職会第四回総会
奉斎会の結婚式

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

４８号 明治45年6月25日 叙任辞令
前号失火ニ就テノ取締ノ訓令発セラレタレバ参照トシテ
三十一年度ニ発セラレタル訓令ヲ左ニ掲ク

東京府訓令第九号

総裁の式辞 阿部■
市長の祝辞 尾崎行雄
皇典講究所長全国神職会長の祝辞 鍋島直大
内務省参事官塚本清治君の演説
久保会長の答辞
一府七県神職団体連合会の状況に就て各新聞の記事
を摘載して本会の記事に代ふ
神職覚醒の機（二六）
一府七県の神職連合す

粛然たる会場
神職優待案

全国神職会（朝日）
神職会諮問案
一府七県神職連合会

一府七県神職連合会（時事）
東京府会議事堂に開催
一府七県神職会（読売）
一府七県神職連合会（報知）
一府七県神職会（日々）
一府七県神職連合会（日本）
一府七県の神職会議（都）
神職連合会開会（中央）
一府七県神職連合会（中外）
全国神職連合会（やまと） 一府七県神職連合会出席者の重なる人々左の如し

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

４９号 明治45年7月25日 叙任辞令
聖上陛下御不例の公示
農商務省令第十七号 保安林特別補償規則左ノ通定ム
市長就任
天機奉伺聖上陛下御不例ノ報ヲ拝承シ恐懼戦慄措ク所
ヲ知ラス臣等職ヲ神社ニ奉ス赤誠以テ祈誓ヲ神明ニ捧
ケ夙夜怠ること無シ茲ニ東京府下神職一同ヲ代表シテ
恭シク天機ヲ伺ヒ奉ル

久保悳鄰

神職死亡
御平癒の祈祷祭
南足立郡神職会開催の講話会の概況
南葛飾郡の神社講演会
神道の大要 井上頼国
神社行政の一班 鷲見金三郎

彙報

公報

会報

彙報

公報

会報

公報

彙報

彙報

公報

公報

彙報



寄贈書目 寄贈書目
広告 寄贈書目

５０号 大正1年8月25日 奉悼詞
叙任辞令
天皇陛下御容体 今二十五日午前九時
天皇陛下御容体 今二十五日午後三時
天皇陛下御容体 今二十五日午後七時
天皇陛下御容体 今二十六日午前九時
天皇陛下御容体 今二十六日午後三時
天皇陛下御容体 今二十六日午後七時
天皇陛下御容体 今二十七日午前九時
天皇陛下御容体 今二十七日午後三時
天皇陛下御容体 今二十七日午後七時
天皇陛下御容体 今二十八日午前九時
天皇陛下御容体 今二十八日午後三時
天皇陛下御容体 今二十八日午後七時
天皇陛下御容体 今二十八日午後九時
天皇陛下御容体 今二十九日午前零時
天皇陛下御容体 今二十九日午前六時
天皇陛下御容体 今二十九日午前九時
天皇陛下御容体 今二十九日午後零時
天皇陛下御容体 今二十九日午後三時
天皇陛下御容体 今二十九日午後七時
天皇陛下御容体 昨二十九日午後八時頃
践祚に付き今三十日午前一時掌典長をして賢所に祭典
を行はしめ皇霊殿神殿に奉告せしめられ同時宮中に於
て剣璽渡御の儀を行はせられたり
践祚後朝見の儀

詔書

朕菲徳ヲ以テ大統ヲ承ケ祖宗ノ霊ニ誥ケテ万機ノ政ヲ行
フ茲ニ
先帝ノ定制ニ遵ヒ明治四十五年七月三十日以後ヲ改メ
テ大正元年ト為ス主者施行セヨ
皇室令第一号　皇太后宮職官制 朕皇太后宮職官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

皇室令第二号　宮内官官等俸給令中左の通改正す
朕宮内官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ
公布セシム

皇室令第三号　宮内官任用令中左の通改正す
朕宮内官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布
セシム

皇室令第四号　宮内官文限令中左の通改正す
朕宮内官分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布
セシム

皇室令第五号　宮内官懲戒令中左の通改正す
朕宮内官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布
セシム

皇室令第六号　侍従長は当分の内二人とす但し内一人
は東宮大夫をして之を兼ねしむ

朕当分ノ内侍従長二人ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ
公布セシム

皇室令第七号　皇太后宮職官制施行の際別に官記を
公布せず皇后宮大夫の職に在る者は皇太后宮大夫に
皇后宮主事の職に在る者は皇太后宮主事に皇后宮属
の職に在る者は皇太后宮属に任用せられたるものとす
前項の規定に依り任用せられたる者の官等俸給は前官
と同一の官等俸給とす

朕皇太后宮職職員ノ任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ
之ヲ公布セシム

勅令第一号　大喪使官制 朕大喪使官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
勅令第二号　廃朝中ハ囚人ノ服役ヲ特免シ死刑及笞刑
ノ執行並歌舞音曲ヲ停止ス

朕廃朝中服役特免等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ
公布セシム

宮内省令第一号
明治四十三年宮内省令第十五号中勅裁を経て左の
通改正す

内閣告示第一号 元号ノ称呼左ノ如シ
宮内省告示第一号 大喪ニ付キ明三十一日ヨリ五日間廃朝仰出サル
勅語並奉答

皇室令第八号　大正元年皇室令第六号ハ之ヲ廃止ス
朕大正元年皇室令第六号廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之
ヲ公布セシム

叙任及辞令

勅語
今十三日午前十一時貞愛親王殿下ヲ御前ニ召シ左
ノ勅語ヲ賜ヒ

親任式
今十三日午前十一時宮中ニ於テ親任式ヲ行ハセラ
レタリ

来ル九月十三日、十四日、十五日大行天皇ノ大喪儀ヲ
行ハセラル
大行天皇ノ陵所左ノ通定メラル
朕帝国憲法第七条及第四十三条ニ依リ本年八月二十
一日ヲ以テ帝国議会ヲ東京ニ召集シ三日ヲ以テ会期と
ナスベキコトヲ命ズ

大喪儀諸次第御治定

殯宮移御の儀
殯宮移御後常御所祓除の儀
殯宮移御翌日祭の儀
殯宮二十日祭の儀
殯宮三十日祭の儀
殯宮四十日祭ノ儀
斂葬前日殯宮拝礼の儀
斂葬前日陵所祓除の儀
霊代奉安の儀
斂葬当日殯宮祭の儀
轜車発引の儀
斂葬の儀
斂葬翌日権殿祭の儀
権殿日供の儀
斂葬翌日山陵祭の儀
山陵日供の儀
権殿五十日祭の儀
山陵五十日祭の儀
霊轜通御の御道筋

九月十三日殯宮葬場殿間鹵簿内奉送を命せられたる
者左の如し但し都合に依り葬場殿に著することを妨けす

九月十三日葬場殿に参集を命せられたる者左の如し
九月十四日桃山仮停車場陵所間鹵簿内奉送を命せら
れたる者左の如し
注意
参集諸員の服装
大喪使職員徽章
内務省令第一号 神宮神部署職員俸給規則左の通定む

善行者表彰
忠実の廉を以て七月廿日賞杯を下賜されたる者左
の如し
同八月七日付を以て表彰されたる者左の如し

皇室令と古儀 井上文学博士談
神社参拝者の喪章
本会協賛員の死亡
神職死亡
遥拝所設置に付て

大葬彙報

彙報

会報

公報

公報



寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

５１号 大正1年9月25日 公報 陸海軍人ニ賜ハリタル聖勅
大行天皇追号左の通り仰出さる
追号奉告の儀

宮内省告示第四号
明治天皇の大喪儀を行はせらるるに付き来る十三
日、十四日、十五日廃朝仰出さる

霊柩御発軔時刻
九月十四日午前二時霊柩青山仮停車場御発軔と定
めらる

大喪列車の発著時間、編成及乗組割、大喪列車の発著
時間、編成及乗組割

霊柩列車発著時間
第一供奉列車発著時間
第二供奉列車発著時間
大喪列車の編成及乗組割

九月十三日葬場殿総門、第一鳥居間に於て臚列奉拝
を許されたる者
霊轜御出門時刻
霊輦桃山仮停車場出御時刻
鹵簿内奉送諸員列次
大喪儀参列諸員心得
大喪儀陵所参列諸員心得　大喪儀陵所参列諸員心得
左の如し

宮内省告示第五号 勲一等李■公殿下昨九日午前零三十分薨去せらる

李憙公殿下御容体
王族公族御服喪
詔書
内閣告示第五号
今十三日恵恤の儀に付き左の通勅語あらせられ金百万
円を下賜はりたるに付き宮内大臣は内閣総理大臣に移
して之を執行せり
斂葬前日陵所祓除の儀
行幸啓
皇太后宮御名代
霊代奉安の儀
斂葬当日殯宮祭

大喪儀

御誄
内閣総理大臣の誄詞
宮内大臣の誄
祭官長の祭詞

外国皇族及特派使節参列
大不列顚国派遣儀仗隊
宮内省告示第六号 明治天皇の御陵名左の通定めらる
大喪儀
勅令第十九号 左の祭日及祝日を休日とす

閣令第三号
本年八月閣令第二号中「大喪」の下に「第一期」を加
ふ

公報 叙任辞令
皇典講究所幹事長就任
乃木伯と宮中祭（読売新聞）　会て欠席せず
斯の名君斯の明将（読売新聞）
遥拝并参拝
本年六月本府主催に係る一府七県神職団体連合会費
中へ金品を寄贈せられたる芳名並に数量左の如し
一府七県神職団体連合会費収支清算書

寄贈書目 寄贈書目
会告 会告
広告 広告

５２号 大正1年10月25日 叙任辞令
皇室令第十二号　宮内省官制中改正ノ件
皇室令第十三号　宮内官官等俸給令中改正ノ件
皇室令第十四号　宮内官任用令中改正ノ件
皇室令第十五号　宮内官分限令中改正ノ件
神嘗祭賢所御祭典次第
山陵臨時祭ノ儀次第御治定
倚廬殿瘺渡御ノ儀
伏見桃山陵御参拝行幸啓御発着割并市内御道筋伏見
桃山陵御参拝行幸啓御発著割左の通御治定相成りた
り
権殿百日祭の儀及山陵百日祭の儀次第御治定
十一月六日山陵百日祭ニ参列ヲ命セラレタル者
御大喪中諸祭典参拝の件
善行者表彰
十月十二日付貞婦の廉を以て表彰されたる者

寄書 神祇に奉仕する職員は喪を服せず（其の一） 宮西惟助
彙報 一府七県神職団体連合会費決算報告
会告 会告
広告 広告

５３号 大正1年11月25日 叙任辞令
勅令第四十三号 大喪使官制ハ之ヲ廃止ス

宮内省令第十号
権殿及伏見桃山陵ノ祭事ヲ掌ラシムル為臨時左ノ職
員ヲ置ク

東京府告示第七十五号
明治四十年五月東京府告示第七十六号神饌幣帛料
供進神社ノ内左ノ分削除ス

東京府告示第七十六号
明治四十年七月東京府告示第百九号神饌幣帛料供
進神社ヘ左ノ追加ス

内務省令第三号
明治三十五年二月内務省令第四号府県社以下神社
神職任用規則中左ノ通改正ス

内務省令第四号
明治四十年一月内務省令第一号官国幣社会計規則
中左ノ通改正ス

内務省令第五号
明治三十二年十月内務省令第五十三号衛士長衛士
副長衛士服務規則中左ノ通改正ス

内務省令第六号
明治三十五年二月内務省令第一号官国幣社主典及
宮掌ノ定員等ニ関スル件左ノ通改正シ公布ノ日ヨリ
之ヲ施行ス

内務省令第七号
明治四十一年二月内務省令第二号官国幣社神職俸
給規則中左ノ通改正シ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

内務省令第八号
明治四十一年七月内務省令第十二号神社ノ財産登
録及管理并会計ニ関する件左ノ通改正ス

内務省訓令第一号 左ノ諸件ハ自今報告ニ及ハズ

内務省令第十号
明治十二年六月内務省乙第三十一号達社寺明細帳
ニ関スル件左ノ通改正ス

内務省訓令第十一号
官祭招魂社並官修墳墓ノ修繕及建物模様替ハ自今
其庁限リ適宜処分スベシ

内務省訓令第十二号
明治二十三年三月内務省訓令第九号招魂社費招魂
社営繕費取扱順序中左ノ通改正ス

内務省訓令第十三号
明治三十六年十月内務省訓令第十一号官国幣社処
務規則中左ノ通改正ス

彙報

公報

大葬彙報

彙報

公報



内務省訓令第十四号
明治三十六年十月内務省訓令第十号官国幣社営繕
ニ関スル規定中左ノ通改正ス

善行者表彰
孝道を尽しヽ廉を以て本月いつか東京府知事より賞
金を下賜せられたる者左の如し
同月十二日を以て表彰せられたる者左の如し

神祇に奉仕する職員は喪を服せず（其の二） 宮西惟助
国民追悼会
故乃木将軍及夫人大弔祭々詞

寄書 郡内巡拝紀行 六郷閑人
寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

５４号 大正1年12月25日 叙任辞令

勅令第五十五号
大喪儀ノ用ニ供シタル建造物及其ノ附属物ハ之ヲ宮
内省又ハ公共団体ニ譲与スルコトヲ得

勅令第五十三号 神官神職服制

内務省訓令第三十号

明治二十年勅令第三十九号官吏服務紀律第六条第
十一条第十三条同二十二年閣令第十八条第二項ニ
依ル許可事項并神宮大宮司ヲ除クノ外神宮職員除
服出仕及宮域内枯損木障害木危険木ノ伐採ニ付テ
ハ爾今大宮司限リ処分シ其旨報告スベシ

内務省令第十五号
明治三十九年六月内務省令第二十号府県社郷社村
社ノ神饌幣帛料ニ関スル件第二項中伊豆七島ノ下
ニ「小笠原島」ヲ加フ

歳末御祝詞ノ件
本年歳末ハ大喪中ニ付キ有位有勲者御祝詞言上ニ
及バズ

宮内省告示第二十一号

大喪中ニ付キ来大正二年一月四方拝晴御膳、拝
賀、新年宴会及陸軍始ノ諸儀式ハ行ハセラレス又高
等官有爵有位者其ノ他総テ参賀並賀表奉呈ニ及ハ
ス

諒闇と祝儀
南足立郡神職会に於いて客月二十八日同郡教育会と
合同し講話会を花畑村小学校にて開催せり其の状況及
び講話要領左の如し
大に立てる可し門松（読売新聞転載） 木村鷹太郎
南葛飾郡神職会の規約改正
向島白鬚神社氏子総代小島吉三郎氏は明治廿七年就
任以来本年四月まで十八年間神職を補けて克く其職責
を尽されしが病後其任に堪えずとて辞任せしかば同神
社に於ては十一月五日月次祭日を以て村長の参列を
請ひて神前に於て其の功蹟を表彰し慰労の式を挙げ三
組木杯と左の感謝状を贈りたり

寄贈書目 新刊寄贈書目
広告 広告

５５号 大正2年1月25日 叙任辞令

台湾総督府令第五十九号
明治三十九年二月府令第十二号県社以下神社神職
任用規則中左ノ通改正ス

内務大臣の訓示
本月十六日地方官会議席上に於て大浦内務大臣は
神社に関し左の訓示をなせり吾人は宜しく此の主義
を恢弘し大に神社発展を計らずんばあるべからず

町村廃合
客月二十八日付東京府告示第百八号を以て大正二
年一月一日より南葛飾郡瑞穂村及一之江村を廃し
其区域を以て新に瑞江村を置かれたり

村名及同大字名改称
東京府豊多摩郡大久保村を大久保町と為し同村大
字大久保百人町を大字百人町と改称（十二月一日よ
り施行）することを許可せり

神祇に奉仕する職員は喪を服せず（其三） 宮西惟助
日枝神社修繕費寄付者へ褒賞
赤城神社氏子総代の表彰
府社亀戸神社に於ては依然詩歌献詠の事ありしが其後
中絶したりしが今般再興せられた左記兼題に依り広く献
詠詩歌を募集せらる由
齋藤宗志郎氏の名誉

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

５６号 大正2年2月25日 叙任辞令

勅令第七号
明治二十七年勅令第二十二号中左ノ通改正ス第一
条及第二条中「氏子」ノ下「（氏子ナキトキハ信徒）」ヲ
削リ「総代」ノ下ニ「又ハ崇敬者総代」ヲ加フ

諒闇中神輿渡御に関する通牒

京都府に於ては大喪中神輿の渡御に就て伺出づる
向ありたるを以て各郡市長及官国幣社宮司に対し神
輿の渡御の為め自然喧擾に渡り諒闇の謹慎を欠く
が如きことありては恐懼の至りなれは大喪中は之を
なさしめざる様通牒ありたりと

小学校教育功績者選奨
埼玉県皇典講究分所にては昨年十一月廿八日廿九日
学階試験を執行せられたり其の神職問題参考の為め左
に掲ぐ
布哇通信
直毘会初会の状況
本居豊頴翁の薨去
忠恕会初会式一月二十一日深川西森下郷社天祖神社
社務所に於て開催次第左の如し
現任神職講習
石山美須丸君の遠逝

会報

本会発行の会報掲載の事項（兼ねてより諸君の御希望
に依り）論説文苑等は神社神速に関係深き事項のみに
限られ居り候次第にて従つて美文として価値ある者も論
文として堂々たる者も全く以上の事項を離れたる者は掲
載致兼候條此段悪しからず御諒知願候

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

５７号 大正2年3月25日 叙任辞令
内務省訓令第三号　庁府県 幣帛供進使随員（判任官ヲ除ク）服制左ノ通定ム
内務省訓令第四号　神官神職 神官神職服装規則左ノ通定ム

寄書 郡社巡り 千葉紫郎
西多摩郡神職公総会并講演会
神職の表章
効績状
北多摩郡神職会役員選挙

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

５８号 大正2年4月25日 叙任辞令

内務省令第六号
官国幣社以下神社ノ祭神、神社名、社格、明細帳、
境内、創立、移転、廃合、参拝、拝観、寄附金、講
社、神札等ニ関スル件左ノ通定ム

公報

彙報

彙報

公報

彙報

公報

彙報

彙報

公報



内務省令第七号
明治三十一年七月内務省令第六号中「神社」ヲ削リ
公布ノ日ヨリ施行ス

内務省令第八号
明治三十六年三月内務省令第二号官国幣社以下神
社並寺院仏堂境内官有地木竹管理規則中左ノ通改
正シ公布ノ日ヨリ施行ス

内務省令第九号
明治三十六年十一月内務省令第十二号神社寺院仏
堂境内地使用取締規則中左ノ通改正シ公布ノ日ヨリ
施行ス

内務省訓令第九号
官国幣社以下神社神職奉務規則左ノ通定メ公布ノ
日ヨリ施行ス

内務省訓令第十号

神社ノ祭祀ヲ重ンシ其ノ施設ニ意ヲ致ス等ノ儀ニ関
シテハ既ニ屢々訓示スル所アリ今ヤ神社ニ関スル
諸般ノ規定並神職奉務規則ヲ整理シ又近ク郷社以
下神社ニ付北海道庁支庁長郡長島司等一次監督官
タルノ権限ヲ明確ニスル為メ勅令ヲ改正セラレタルア
リ是レ益々神社崇敬ノ実ヲ挙ケ神職ヲシテ其ノ職司ノ
重キ所以ヲ知ラシメ忠実其のノ職務ニ従事セシメ之ト
共ニ其ノ監督指導ノ周到ヲ図ルノ趣旨ニ外ナラヌ殊
ニ神職ノ品位ノ神社ノ隆替ニ影響スル所多大ナルハ
今更言ヲ須タス此ノ故ニ一層規律ヲ厳ニシ修養ニ力
メ恪勤清廉以テ世ノ儀表タラシムルコトヲ期セサルヘ
カラス苟モ神職タルノ体面ヲ瀆ス者アラハ厳重ニ之ヲ
措置セラルヘシ又官国幣社ニ付テハ年一回以上神
職ノ奉仕並神社財務ノ状況等ヲ査察シ随時其ノ功過
ヲ内申シ其ノ他府県社以下神社ニ付テモ十分監督
指導ヲ加ヘラレンコトヲム又神社ニ関係ヲ有スル諸
団体並寄附金募集事業ニ付テハ最其ノ調査ヲ厳密
ニシ収支ヲ明確ナラシムル等累ヲ神社ニ及ホスカ如
キコトナキ様常ニ監督ヲ怠ルコトナク以テ益々ジン
ジャ整善ノ途ヲ講スルコトニ留意セラルヘシ

東京府告示第九十六号
明治四十年五月東京府告示第七十六号神饌幣帛料
供進神社ヘ左ノ通追加ス

東京府告示第九十七号
明治四十年五月東京府告示第七十六号神饌幣帛料
供進神社へ左ノ通追加ス

東京府告示第百五号
明治四十一年十二月東京府告示二百十八号中左記
神社ヲ削除ス

東京府告示第百九号
明治四十年五月東京府告示第七十六号神饌幣帛神
供進神社ヘ左ノ通追加ス

荏原郡神職会第五回総会
豊多摩郡神職会主催通俗講演会概況
学階試験問題
神職養成部卒業試験並修了式
高山昇氏送別会
北多摩郡武蔵野村合祀祭
乃木邸公開奉告祭

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

５９号 大正2年5月25日 御平癒祈願
代表者の天機奉伺
第九回総会

公報 叙任辞令
荏原郡神職会総会
荏原郡神職会長の辞職
神社法規の統一（万朝報転載）
皇国日神の世界的女性美とその神格 久能六郷迂人
前副会長羽倉光表翁の遠逝
岩村盛彰氏の名誉

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

御平癒奉賽祝詞案
第六回決算報告　明治四十四年度収入支出決算

６０号 大正2年6月25日 公報 叙任辞令
第九回総会
東京府神職会大正二年度収入支出予算
総裁告辞
山田幹事長の演説　大正二年五月廿四日皇典講究所
協評議員合議会に於て
荏原郡神職会長推薦式
質実剛健なる気風を養成せよ　（本編は荏原郡神職会
長推薦式場に於ける講演の大意なり）

金子胤徳

附録 神社ニ関スル改正法規ノ綱要
寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

６１号 大正2年7月25日 叙任辞令

勅令第二百五十九号
大正元年勅令第十九号中「天長節　八月三十一日」
ノ次ニ左ノ如ク加フ

宮内省告示第十五号

天長節ニ付テハ自今八月三十一日ニ在リテハ天長
節ノミヲ行ハセラレ特ニ十月三十一日ヲ天長節祝日
ト定メ宮中ニ於ケル拝賀宴会ハ同日ニ於テ行ハセラ
ルヘキ旨仰出サル

内務省令第六号公布ニ関スル注意事項

今般内務省令第六号ヲ以テ官国幣社以下神社ノ祭
神、神社名、社格、明細帳、境内、創立、移転、廃
合、参拝、拝観、寄附金、講社、神札等ニ関スル件
公布相成タルニ付テハ之カ注意事項トシテ左ノ件々
ヲ道庁長官ニ各府県知事ニ通牒セラレタリ

省令第六号ニ関シ依命通牒
今般内務省令第六号ヲ以テ官国幣社以下神社ノ祭
神等ニ関スル件公布相成候処別紙事項御了知相成
度候

省令第六号ニ関スル注意事項

明治二十八年十一月二十六日内務省訓第八三二号
官有地ニ係ル公園中従来社寺仏堂境内地タリシモノ
其祭典法用ニ必要ナル区域ヲ限リ該境内地トナスヘ
キ見込ノ箇所取調稟議スヘキ件

同年十一月二十六日社甲第四十一号社寺局長通牒 同上社寺仏堂之境内地取調稟議スヘキ件
明治二十九年一月十五日秘別第一五七号社寺局長通
牒

公園設定後其地内ニ建設セル社寺仏堂取調方ノ件

明治三十四年五月三日内甲第一七号警保局長　地理
局長連署通牒

古墳又ハ古墳ト認ムヘキ箇所ヲ発掘セントスルトキ
宮内省ヘ打合ニ関スル件

明治三十四年五月二十日内務省訓令第三九〇号
国宝又ハ特別保護建造物ヲ有スル社寺仏堂ノ廃合
改称稟議ノ件

明治三十五年八月十三日内務省訓令第十五号 特別保護建造物制札建設ニ関スル件

明治三十九年六月十五日内務省訓第四六七号
神社境内地使用取締規則ニ依使用許可ヲ與ヘント
スル場合ニ於テ内務大臣ノ認可ヲ稟議スヘキ事項

大正元年十月　内務省社第一二八号神社局長通牒 社寺境内地区域変更ニ関シ稟議ヲ要スヘキ事項
勅令

参照

彙報

附録

会報

彙報

公報

公報

彙報

会報



勅令第二百五十五号

朕故議定官元帥海軍大将大勲位功三級威仁親王国
葬ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
朕廃朝中歌舞音曲停止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布
セシム

勅令第二百五十六号
議定官元帥海軍大将大勲位功三級威仁親王薨去ニ
付廃朝中歌舞音曲ヲ停止ス

宮内省告示第十一号
元帥海軍大将大勲位功三級威仁親王殿下今十日午
後八時二十分薨去セラル

宮内省告示第十二号
元帥海軍大将大勲位威仁親王殿下薨去ニ付キ明十
一日ヨリ三日間及葬儀ヲ行フ当日廃朝仰出サル

宮内省告示第十三号
元帥海軍大将大勲位威仁親王殿下薨去ノ為今十日
ヨリ十四日マテ五日間宮中喪仰出サル

辞令 故元帥海軍大将威仁親王葬儀掛長被仰付
皇族御帰京
威仁親王殿下御容体
皇族御服喪
葬儀事務所設置

宮内省告示第十四号
故元帥海軍大将威仁親王殿下ノ葬儀ヲ行フ期日及
墓所ハ左ノ如シ

喪主勅命
元帥海軍大将威仁親王喪儀御道筋
祭儀日割
墓所地鎮祭ノ儀
歛棺ノ儀
賜誄ノ儀
歛葬前日墓所祓除ノ儀
霊代安置ノ儀
歛葬当日柩前祭ノ儀
霊者発引ノ儀
歛葬ノ儀
霊車発引後正寝祓除ノ儀
葬儀参列者心得
葬儀御道筋中訂正
葬儀場ノ図左ノ如シ
歛葬翌日権舎祭ノ儀
歛葬翌日墓所祭ノ儀
権舎十日祭ノ儀
墓所十日祭ノ儀
葬場祭詞
威仁親王墓誌銘

内閣告示第九号
本年七月三十日明治天皇一周年祭ヲ行ハセラルル
ニ付キ当日諸員ニ休暇ヲ賜フ旨被　仰出

宮内省告示第十六号
明治天皇一周年祭来ル三十日山陵並権殿ニ於テ之
ヲ行ハセラル

宮内省告示第十七号
明治天皇ノ霊代ヲ皇霊殿ニ奉遷ノ儀来ル八月二日
之ヲ行ハセラル

宮内省告示第十八号
明治天皇一周年祭ヲ行ハセラルルニ付キ三十日宮
内職員ニ休暇ヲ賜フ旨仰出サル

権殿ノ儀

山陵ノ儀

明治天皇一周年祭後一日御禊ノ儀

明治天皇一周年祭後一日大祓ノ儀

明治天皇霊代奉遷ノ儀

皇霊殿奉告ノ儀

権殿ノ儀

皇霊殿ニ渡御ノ儀

皇霊殿親祭ノ儀

彙報 國學院大學卒業式
寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

６２号 大正2年8月25日 叙任辞令
善行者表彰

通第一号
府下神職にして他県管内神社に奉仕ノ儀差支無之
哉伺出候所左記の通り回答有之候条此段及通達候
也

通第二号
本会参事員満期左ノ通リ改選相成候條此段及御通
達候也

通第三号
本会職員満期ニ付キ改選ノ結果左ノ通リ就任候ニ付
此段及御通知候也

御一周年祭遥拝詞

学階試験問題
奈良県皇典講究分所に於て執行せられたる学階試
験問題参考の為め左に掲ぐ

奈良県神職管理所公報第十六号附録転載
明治四年大嘗会記
追加
国風歌
神饌色目
御直会
庭積机代
祝詞
奉侍群官交名
悠紀方官員
主基方官員
玉食供膳
天神壽詞
宣命
両国献物
各国公使饗宴饌
公使交名
附記

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

６３号 大正2年9月25日 叙任辞令
勅令第二百七十六号 神宮皇學館官制中左ノ通改正ス

参照

公報

明治天皇一周年祭ノ儀

公報

会報

彙報

勅令

告示

公報

故威仁親王殿下御葬儀



勅令第二百七十七号 神宮皇學館職員官等俸給令

勅令第二百七十八号

神宮皇學館長ハ三年以上教育事務ニ従事スル高等
文官又ハ奏任以上ノ教官ノ職ニ在リタル者ヨリ文官
高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ
得

善行者表彰
村社勝沼神社基本財産造成に関する報告
布哇通信
三山巡拝記 葛南

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

６４号 大正2年10月25日 叙任辞令

勅令第二百八十九号

第一条　神宮ニ伶人ヲ置ク
第二条　伶人ハ判任官ノ待遇トシ神宮大宮司ノ指揮
監督ヲ承ケ奏楽ニ従事ス
第三条　伶人ノ定員及俸給ニ関スル規程ハ内務大
臣ノ認可ヲ得テ神宮大宮司之ヲ定ム

勅令第二百九十号 神宮司長官制中左ノ通改正ス

東京府告示第二百四十三号
明治四十五年五月東京府告示第七十六号神饌幣帛
料供進神社ヘ左ノ通リ追加ス

会報
来ル十一月廿七日午後一時ヨリ例年ノ通リ賀茂翁墓前
祭執行可致候條御参拝相成度此段及御通知候也
勅撰文銅碑
栃木県郡市長会議神社神職に関する事項
大里郡初穂組合規約標準
一府八県連合神職大会
一府七県連合神職大会
特別委員会

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

６５号 大正2年11月25日 叙任辞令

内務省令第十五条
明治三十九年四月勅令第九十六号第二条ニ依リ府
県社郷社村社ニ供進スヘキ神饌幣帛料ノ金額ハ左
ノ定額以内トス

内務省令第十六号
明治三十九年六月内務省令第二十号第五項中｛明
治四十四年三月内務省令第四号」ヲ大正二年十一
月内務省令第十五号ニ改ム

南多摩郡の納税組合
大正博覧会上棟式
淀橋の渡橋祭 中田生投
神社の夜警
海軍大臣の寄附

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

６６号 大正2年12月25日 叙任辞令
勅令第三百八号 神社奉祀調査会官制

明治神宮調査委員
明治神宮奉祀に就き二十二日左の通り調査委員仰
付けられたり

宮内省告示第三十号 来大正三年新年式左ノ通定メラル

宮内省告示第三十一号

新年ニ拝賀又ハ参賀スヘキ者及紀元節又ハ天長節
ニ参賀スヘキ者地方ニ在ルトキハ賀表ヲ奉呈スヘシ
新年ニ青山御所及東宮仮御所ニ参賀スヘキ者地方
ニ在ルトキ亦同シ
判任官及判任官待遇者ニ付テハ各庁ノ長官ニ於テ
其ノ参賀ヲ受ケ言上書ヲ調製シテ之ヲ宮中ニ奉呈ス
ヘシ賀表及言上書ハ左ノ様式ニ依リ宮中ニ奉呈スル
賀表及言上書ハ式部職青山御所ニ奉呈スル賀表ハ
皇太后宮職東宮仮御所ニ奉呈スル賀表ハ東宮職ニ
宛テ之ヲ送付スヘシ

委員選任と経費 神社奉祀調査委員会の事
奉祀調査会に就て 神社奉祀調査委員会の事
第一回国民道徳通俗講演会
第二回国民道徳通俗講演会
橋梁起工祭
郡部参事員打合会
社司社掌試験問題
神職数習科同窓会

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

６７号 大正3年1月25日 叙任辞令

内務省告示第一号

右大正三年一月四日官幣大社ニ列セラルヽ旨仰出
サル
右大正三年一月四日官幣中社ニ列セラルヽ旨仰出
サル
右大正三年一月四日国幣中社ニ列セラルヽ旨仰出
サル

内務省告示第五号 右官幣大社ニ列セラルヽ旨仰出サル

内務省告示第八号
即位礼及大嘗祭ヲ行フ期日奉告ニ付　神宮ニ奉幣ノ
儀左ノ通相定ム

即位ノ礼及大嘗祭ノ期日左ノ通定メラル
賢所皇霊殿神殿ニ期日奉告ノ儀等を行フ日時左ノ通御
治定アラセラル
賢所皇霊殿ニ期日奉告ノ儀ニ参列ノ為左ノ職員ヲ召サ
ル
大礼ニ属スル祭儀典式等ニ於テ各官庁トシタルトキハ
左ニ掲グル官庁ヲ謂フ但シ在京各官庁トシタルトキハ其
ノ中ニ就キ東京市所在ノ官庁ニ限ル
橿原神宮拡張
侍従剣璽を捧ぐ
荘重なる神楽歌
勅使発遣式
森厳なる御儀
勅使孰も発向
天皇御発輦期
奉幣次第
祭主宮の御出迎
御祭文幣物奉納
明治神宮奉祀地内定　青山練兵場より代々木迄
春暖かにして御苑の梅薫る十九日大正御代始めの宮
中新年歌御会は予て仰出されし如く鳳凰間に於て行は
せられたり
愛宕神社の神事
府県社亀戸神社和歌献詠

大礼使彙報

彙報

公報

彙報

公報

彙報

公報

公報

彙報

公報

彙報



本会公報第六十五号第六頁上段大正博覧会上棟式の
次第の中（塩湯行）の次に（祓主祓詞ヲ白ス）とあるは
（祓主祓詞ヲ白ス）の次に（塩湯行事）にて前後誤植に
付き訂正す
東京府神職会々員名簿正誤訂正

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

６８号 大正3年2月25日 叙任辞令
勅令第九号 朕神宮祭祀令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

勅令第十号
朕官国幣社以下神社祭祀令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布
セシム

東京府告示第十二号
明治四十一年十二月東京府告示第二百十八号会計
規則ヲ適用スヘキ神社ヘ左ノ通リ追加ス

斎田点定の御儀
大嘗祭献穀

学階試験問題
栃木県皇典講究分所に於ては学階試験を執行せら
れたり今参考のため其の問題を左に掲ぐ

下谷神社々司阿部止之君は永らく病気の処薬石効無く
去る二十一日逝去せられたり君は現に参事員として斯
界の為め尽力尠からざりしが今や此の凶報に接し哀悼
の至りに堪へず東京府神職会は例に依り弔詞を送られ
たり
講演会

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

６９号 大正3年3月25日 叙任辞令

東京府告示第二十七号
明治四十年五月東京府告示第七十六号神饌幣帛料
供進神社ヘ左ノ通追加ス

御大礼御日割
牛島と牛島神社 春田葛南
千葉県一宮町長の町政報告と祈年祭

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

附録
神社祭祀令
神社祭式
外　関係諸法令

７０号 大正3年4月25日 奉悼詞

通第二号
本会理事菊川流雪辞退に付本月二日参事員互選の
結果左の通り当選候に付此段及御通知候也

通第三号
大喪中祭典参列の件に関し本月十一日付を以て左
記甲号の通り相伺候処乙号の通り指令相成候に付
此段及御通達候也

宮内省告示第五号 皇太后陛下今十一日午前二時十分崩御アラセラル
宮内省告示第六号 大喪ニ付明十二日ヨリ三日間廃朝被仰出
即位ノ礼及大嘗祭ハ登極令第十八条ニ依リ曩ニ勅定ノ
期日ニ於テハ之ヲ行ハセラレス

勅令第五十三号 朕大礼使官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

勅令第五十四号 朕大喪使官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
叙任辞令
警視庁令第十号 広告物取締法施行規則左ノ通定ム
国宝指定
大嘗祭斎田の免租
幣饌料供進使服装に関する栃木県の通牒
栃木県の御即位記念事業
大喪使総裁及職員の任命
大喪に付一般心得 男子喪服制式　女子喪服制式
御病状御経過（宮内省発表）
大喪中に於ける官国幣社以下神社祭典の件に関し井
上内務省神社局長の依命通牒
大喪中官国幣社例祭並官国幣祈念新嘗両祭に際して
は幣帛供え進使参考せず
大喪中に於ける官国幣社以下神社祭典の件に付平田
東京府内務部長の依命通牒
全国神職会の通知
荏原郡神職会第六回総会

左の一篇は去る三月我神社に於いて挙行せる拝殿落
成祝祭の節の祝詞の一なり識者の嗤笑をも顧慮せず投
寄す叱正を加へられなば幸甚之れに過ぎずあなかしこ

扇浦生

寄贈書目 寄贈書目
陸軍省令第二号 靖国神社祭式左ノ通定メ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍省令第三号 靖国神社斎戒ニ関スル件左ノ通定ム
陸軍省告示第四号 靖国神社遥拝大祓及修祓ノ儀左ノ通リ定ム

広告 広告
７１号 大正3年5月25日 公報 叙任辞令

祈年新嘗両祭に関する通牒
新嘗祭と献穀（朝鮮通信）
御大喪遥拝式（朝鮮通信）
神職死去

大喪儀諸次第御治定

殯宮移御ノ儀
殯宮移御後櫬殿祓除ノ儀
殯宮日供ノ儀
殯宮移御翌日祭ノ儀
殯宮三十日祭ノ儀
殯宮四十日祭ノ儀
斂葬前殯宮拝礼ノ儀
斂葬前日陵所祓除ノ儀
霊代奉安ノ儀
斂葬当日殯宮祭ノ儀
轜車発引ノ儀
斂葬ノ儀
権殿日供ノ儀
斂葬翌日権殿祭ノ儀
斂葬翌日山陵祭ノ儀
山陵日供ノ儀
権殿五十日祭ノ儀
山陵五十日祭ノ儀
注意

殯宮移御翌日祭ノ儀及斂葬ノ儀ニ於テ在京各官庁勅任
官奏任官又ハ判任官ノ総代一人トアルハ左ニ掲ケタル
各官庁ヨリ選出スル総代各一人ヲ謂フ

彙報

大喪使彙報

公報

彙報

公報

彙報

公報

公報

御大礼彙報

彙報



斂葬ノ儀ニ於テ京都府下ニ在ル各官庁奏任官又ハ判
任官ノ総代一人トアルハ京都府下ニ在ル各官庁ニ付キ
内閣、宮内省、大蔵省、陸軍省、海軍省、司法省、文部
省、農商務省及逓信省ノ各所管ニ区別シ其ノ所管毎ヲ
一官庁トシテ選出スル総代各一人ヲ謂ヒ京都府下及隣
接府県下ニ在勤スル勅任官トアルハ京都、大阪、兵庫、
奈良、三重、滋賀、福井ノ二府五県下ニ在勤スル勅任
官ヲ謂フ
皇室喪服規程喪服制式
霊轜通御御通筋

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

７２号 大正3年6月25日 叙任辞令
勅令第十八号 朕神宮伶人服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
内務省令第八号 神宮宮域監察規程左ノ通定ム
東京府告示第百二十七号 右大正三年五月二十日府社ニ列セラル
神社祭祀令並神社祭式の改正要項及注意事項内務省
神社局より今般改正せられたる神社祭祀令並神社祭式
に関し左記改正要項及注意事項を指示せられたるを以
て本府内務部長より本会に回送せられたり
祭祀令並神社祭式の改正要項
祭祀令並改正祭式に関する注意事項
府市連合遥拝式
本会顧問東京府内務部長正五位勲四等平田武二氏客
月九日逝去せられたり謹で哀悼の意を表す
地方官会議に於ける内務大臣の訓示中神社に関する
件
本会第十回総会記事
昭憲皇太后御大喪儀遥拝式
平壌の遥拝式
遥拝式整列方
大阪市の遥拝式　奉拝者心得と式の順序
第十回府神職会総会議場雑観 久能六郷迂人
山口廣徳氏の成功
旅行記 健脚団投
正誤

寄贈書目 寄贈書目
彙報 電話開通
広告 広告

７３号 大正3年7月25日 公報 叙任辞令

通第四号
大正三年度収入支出予算第十回総会ノ決議ヲ経テ
左ノ通リ相定メ候條此段及御通達候也

久保田総裁の告辞
全国神職会々議の状況
大祓に就て（寄稿）
井上博士の卒去
神職養成部教習科卒業
夢曼荼羅 久能六郷迂人

寄贈書目 寄贈書目
附録 神社の要務
広告 広告

７４号 大正3年8月25日 詔書

内務省令第十七号

官国幣社以下神社ニシテ宣戦報告ノ為臨時大祭ヲ
行ハムトスル場合ニ在リテハ其ノ祭式ハ祝詞ノ外大
正三年三月内務省令第四号中祈年祭新嘗祭ノ例ニ
依リ又府県社以下神社中神饌幣帛料供進指定神社
ニ供進スヘキ神饌幣帛料ノ金額ハ大正二年十一月
内務省令第十五号中祈年祭新嘗祭ノ例ニ依ルモトト
ス

内務省訓令第十三号

今般宣戦ノ大詔煥発セラル洵ニ挙国心ヲ一ニシ奉公
ノ誠ヲ効スヘキノ秋ナリ今ヤ国家ノ大事ニ付神宮並
官国幣社ニ御奉告ノ為特ニ勅使参向大祭ヲ行ハセ
ラレ又府県社以下神社ニ在リテモ適宜宣戦奉告祭
執行ニ関スル省令ヲ公布セリ此ノ時ニ方リ各位ハ宜
シク　聖旨ヲ奉戴シ協力一致斎粛恭敬神祇奉仕ノ途
ニ於テ格別悃誠ヲ致シ些ノ遺憾ナキコトヲ期スヘシ
軍国士気ノ作興一般後援ノ事業ニ関シテモ亦能ク其
ノ職分ヲ竭シ以テ時局ノ為ニ貢献セムコトヲ望ム

内務省令第十九号
大正三年八月内務省令第十七号ニ依ル府県社以下
神社ニ於テ行フ宣戦奉告祭祝詞左ノ通定ム

叙任辞令
本会顧問及名誉協賛員嘱託
参事員補欠選任

講演 国民教育の基礎に就きて 井上哲次郎
彙報 学階試験問題

夏の月
斯道の発展を祝して

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

７５号 大正3年9月25日 叙任辞令

勅令第百九十四号
朕官国幣社及神部署神職任用令改正ノ件ヲ裁可シ
茲ニ之ヲ公布セシム

勅令第百九十五号
官国幣社以下神社別格官幣社靖国神社ヲ除クノ遷
座祭ニ於テ前行ノ所役ヲ務ムル者ノ服制ニ関シテハ
官国幣社以下神社幣帛供進使服制ヲ準用ス

内務省訓令第十五号
神宮衛士長、衛士副長、衛士服制並提灯徽章別表ノ
通定ム

内務省訓令第十六号 神宮衛士長、衛士副長、衛士服装規則左ノ通定ム

内務大臣の訓示及指示事項
久保田府知事ヨリ郡区長ヲ招集シ訓示及指示セラレ
タル事項中神社ニ関スル要領ヲ摘録スレバ左ノ如シ

東京府内務部長ノ通牒
講演 国民教育の基礎に就きて（続） 井上哲次郎

久保田東京府知事の総社参拝
宣戦奉告祭

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

７６号 大正3年10月25日 叙任辞令
官国幣社参拝ニ関スル心得

公報

彙報

会報

彙報

公報

会報

文苑

公報

会報

彙報



庶収第一四三六号ノ一

特別保護建造物及国宝ノ火災盗難ニ罹ルモノ近来
往々有之現ニ埼玉県下ニ於テモ国宝ノ盗難ニ罹リシ
コト有之候趣就テハ是迄ト雖モ充分ナル注意ヲ以テ
御監守ノ事トハ存シ候ヘ共将来一層御注意管理上
不都合無之様致度然シテ万々一国宝ノ亡失毀損ア
リタル場合ハ古社寺保存法施行細則第十二条ニヨリ
届出ツベキハ勿論尚盗難紛失ノ場合ハ捜査上ノ都
合モ有之候ニ付事実発見ノ際ハ即時御申出相成度
其筋ヨリ通牒の次第モ有之候ニ付此段通牒候也

寅庶甲七六八九号

今回　皇室ニ於カセラレテハ内廷ノ御調度省中ノ日
用皆自今主トシテ内国品ヲ使用セシメ国家経済ニ裨
益スベキ旨宮内各部当局者ニ対シ訓示セラルヽ所
有之候就テハ其厚キ　思召ヲ奉戴シ官国幣社以下
一般神社神職ニ於テモ自今内国品ヲ使用スベキハ
勿論ニ候得共更ニ其ノ神饌ニ供スル物品ニ付テハ
主トシテ其ノ地方産出ノモノヲ用井ルコトヽ為シ特殊
ナル団体ノ製作ニ係ル物品ヲ使用シ又ハ団体内ニ
於ケル優良品ヲ採択スル等専ラ其地方産業ノ奨励
発達ニ資セシムル様充分尽力セラレ度既ニ御社内
ニ於テ如上ノ主旨ヲ実行セル実例モ之有候ハヽ其筋
ヘ報告致度候條本年十一月末日迄ニ詳細御報相成
度依命此段及通牒候也

明治神宮奉建設計調査結了
社殿設計の要領
境内植樹の計画
神宮奉建の予算
南足立郡神職会ノ会長推薦ト幹事ノ改選
浅草区神職会は毎月五日開会する事に決し
下谷区神職会に於ては去る九月二十七日第一回を上
野公園内花園神社々務所に開き左の決議を為したり

左

基教ノ決議此程神戸ニ於テ開催セシ第三十回組合教会
総会ニ於テ左ノ決議ヲナシタリ
障子の穴より 久能尚宣六郷迂人

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

７７号 大正3年11月25日 叙任辞令

台湾総督府令第六十三号
官幣大社台湾神社及県社以下祭式ニ関シテハ左ニ
定ムルモノヲ際クノ外大正三年三月内務省令第四号
ヲ準用ス

常議会及茶話会
神道青年団々則

寄書 もみじの塩原 矢野正治
寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

７８号 大正3年12月25日 諒闇中に付年賀欠礼仕候
叙任辞令

皇室令第二十二号
朕宮内省ニ臨時編修局ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ
公布セシム

東京府内務部長ノ通牒二件

軍隊ノ演習馬匹ノ検査等ニ際シ神社境内地ニ乗馬ヲ
曳入レ樹木ヲ損傷シ神社ノ尊厳ヲ瀆スモノ有之趣ニ
相聞ヘ甚タ好マシカラサル義ニ付此等ニ対シテハ充
分監督スヘキ旨其筋ヨリ通牒ノ次第モ有之且陸軍省
ニ於テハ屢々訓示シ充分取締居ラルヽ趣ニ候モ若
軍隊ニ於テ右様ノ事有之候ハヾ其場所団体号及損
傷当時ノ状況等詳細報告相成度尚既往ニ於テ同様
ノ事実ニ就テハ急速承知致度此段通牒候也
明年秋期ヲ以テ曠古ノ御大典挙行被為在候ニ付之
ヲ機トシテ各神社ニ於テモ之カ紀念タルヘキ諸種ノ
施設計画モ可有之コトヽ存候処其施設ノ撰択ニ付テ
ハ最モ考慮ヲ要スヘキ義ニ付社殿ノ修造其他神社
ニ必要ナル建物及工作物ノ建設境内地ノ整然記念
神林ノ経営或ハ防火設備ノ完成等ノ如キ或ハ又此
際由緒調ヲ完成シ社記ヲ作ル如キハ最モ神社ニ適
応シタル業ト被存候然ルニ従来各地ニ行ハレシカ如
ク或ハ単ニ紀念碑ヲ建設スル等ノ如キハ神社ノ施設
トシテ直接必要ヲ認メサルノミナラス却テ之カ為メ神
社ノ尊厳境内ノ風致等ヲ損傷スルノ結果ト可相成被
存候御大典迄ニハ猶日子モ有之候ヘハ其辺ノ事ニ
付キ予メ篤ト注意セラルヘシ

神宮正式参拝内規

会報
青島陥落の報に接するや本会は直に飛電を発し慶賀の
意を表したり然る処第二艦隊司令長官より左の回答あ
りたり
埼玉県神職会稲籾種配布規定
第三十五回帝国議会衆議院議事速記録(抄録）
第三十五回帝国議会貴族院議事速記録（抄録）
神戸の神基戦（神戸中外新報抄録）
荏原郡十日会忘年会之記 久能六郷迂人

広告 広告
附録 東京府神職会々員名簿

７９号 大正4年1月25日 法律第四十五号
大嘗祭ノ斎田ニ指定セラレタル土地ニ付テハ大正四
年度分地租ヲ免除ス

予算
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正四年度歳入歳出総
予算追加ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

予算
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正四年度歳入歳出総
予算追加ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

予算
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正四年度歳入歳出総
予算追加ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

叙任辞令
東京府知事の郡市区長会議の席上訓示せられたる要
領（抄録）
香川県綾歌郡々長は管下に左の如き訓令及通牒を発
せられたり

綾歌郡訓令第二号

浅草区内の祈年祭日割
寄贈書目 寄贈書目
広告 広告
附録 神社祭祀の意義 山田新一郎

８０号 大正4年2月25日 皇室令第一号
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ宮中席次令ヲ裁可シ茲ニ之
ヲ公布セシム

勅令第十三号
朕神宮神部署職員及神宮衛士副長衛士並官国幣社
職員ノ休職ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

叙任辞令

彙報

公報

彙報

公報

公報

彙報

公報

公報

彙報



会報

本会に於ては去二月十六日靖国神社々務所に於て常
議会及茶話会を開きぬ当日会集する者六十有七員午
後二時開会久保日枝神社宮司議長として左の案件に
付き審議せり
祈年祭
浅草区神職会

南葛飾郡神職会　去る二月九日郡衙に於て開会左之
案件を議したり

一規約改正の件
一役員の改選
一大正二年度の収支決算報告
一大正四年度の収支予算の議定

下谷区神職会
本郷区神職会
茨城県神職督務所通知 職第十二号
國學院々友会　は左の意見書を発表せり依て之を左に
転載す

基督教徒の決議に対する意見書

三重県消息 三重県神職会規約
そゞろごと 金子扇浦
寄贈書目
拝啓今回不肖等発起致し故文学博士井上頼囶翁事歴
を不朽に伝へむがため其墓所に建碑致し度存奉候就て
は左記の事項御了知の上何卒御賛成被成下多少に拘
らず経費御寄贈希奉度此段得貴意候　敬具

建碑概旨

広告 広告
附録 神社祭祀の意義（二） 山田新一郎

８１号 大正4年3月25日 内務省令第四号
明治四十年一月内務省令第一号官国幣社会計規則
左ノ通改正ス

夘通第一号

来ル四月十一日ハ
昭憲皇太后一年祭ニ相当致候ニ付テハ御準備相成
ルベキコトゝ存ジ候ヘ共前例ニ依リ御執行相成候様
致度御参考ノ為メ遥拝詞案相添此段及御通知候也

神饌幣帛料供進神社指定の建物に関する通牒（皇典講
究雑誌抄録）
神職俸給規定ニ関スル件
叙任辞令
青森県神職会表彰規則
青森県内務部長の敬神思想普及に関する通牒の条項
抄録
御嶽神社の記念事業米麦種子分与及び米麦品評会開
催の主旨
西多摩郡大礼記念事業

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

８２号 大正4年4月25日 勅令第五十一号 朕大礼使官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
即位ノ礼及大嘗祭ノ期日左ノ通定メラル
賢所皇霊殿ニ期日報告ノ儀等ヲ行フ日時左ノ通御治定
アラセラル
賢所皇霊殿神殿ニ期日奉告ノ儀ニ参列ノ為左ノ諸員ヲ
召サセラル

内務省令第五号
即位礼及大嘗祭ヲ行フ期日奉告ニ付　神宮ニ奉幣ノ
儀左ノ通定メ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

大礼使 四月十二日
叙任辞令
昭憲皇太后一周年祭ノ儀
御大礼期日奉告祭
神宮山陵勅使発遣の儀
三勅使出発
昭憲皇太后御一年祭遥拝式四月十一日
祭員は早天
参列の諸員
全国神職大会
香川県綾歌郡通信
樋口郡長は先きに通牒したる町村役場に神宮大麻氏神
霊符を奉斎すべき神棚の位置方向及神符の種類を来
る廿日限り報告方町村長へ照会したり
端岡村郷舎楠尾神社坂本村村社三谷神社は基本金積
立に対し地元村長は氏子総代と共に尽力中の処何れも
規定以上の収入を得つゝあるを以て今回勅令第六十二
号に基き神饌幣帛供進の指定神社に昇進方若林知事
へ稟申したりといふ
趣味観上の掃除 久能六郷迂人

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

８３号 大正4年5月25日 勅令第五十七号
朕明治神宮造営局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシ
ム

勅令第五十八号 神社奉祀調査会官制ハ之ヲ廃止ス
勅令第五十九号 高等官俸給令中左ノ通改正ス
内務省告示第三十号 明治神宮
叙任辞令
大礼使彙報 大嘗祭献穀
南葛飾郡神職会臨時総会
古蹟研究講話会 傍聴者
北多摩郡保谷村の合祀祭
自治内容奉告祭
荏原郡第七回神職総会
趣味観上の掃除（前号の続）

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

８４号 大正4年6月25日 訓示　大礼奉祝ニ関スル件 五月廿日地方長官会議ニ於ケル大浦内相訓示要旨

神社崇敬並明治神宮御造営ニ関スル件
大礼ニ付祭祀記念事業等ニ関スル件
明治神宮御造営ニ付献木ニ関スル件

五月十日郡区長会議訓示

叙任辞令
神社と尊厳と国魂の涵養 佐伯重夫
神島紀行 陽炎生
皇典講究所幹部異動
故井上頼囶翁略歴
御嶽神社の古儀
伊予大三島の弓祈祷
久邇宮殿下の大国魂神社御参拝

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

８５号 大正4年7月25日 皇室令第八号
宮中ニ参入スル者ノ袿袴ハ別段ノ定アルモノヲ除クノ
外左ノ制式ニ依ル

明治天皇三年式年祭ノ儀

彙報

公報

講演

彙報

公報

公報

彙報

公報

彙報

公報

彙報



叙任辞令
神島紀行 陽炎生
寄贈書目
指示事項
一御大典ニ関スル件
一神社施設ニ関スル件
一奉仕並社務取扱ニ関スル件
一神職兼務ニ関スル件
一菊御紋章ニ関スル件
諮問事項
事業報告

七月廿六日午前十時東京府会議事堂に於て本会第
十一回総会を開きぬ当日東京府知事井上友一閣下
を満場一致にて総裁に推戴し尋て訓示諮問等ありて
散会せしは午後五時なりき会する者百数十名其の
指示、諮問事項、報告議案等別項の如く指示事項に
就ては岡田部長親しく敷衍説明せられ頗る委曲を尽
せり。

大正二年度収入支出決算 東京府神職会
大正三年度賀茂翁祭典収支決算報告 東京府神職会
基本金現金報告 東京府神職会
大正四年度収入支出予算
東京府神職会規約改正ニ関スル建議

広告 広告
８６号 大正4年8月25日 井上総裁訓示

勅令第百五十四号 朕大礼記念章制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

叙任辞令
本会参事員満期改選の結果左の通り当選相成候に付
此段及御通達候也
井上頼囶先生一年祭
第十一回府神職会雑観 久能六郷迂人
神職の訃
矢掛靭雄氏十日祭概況
大国魂神社設置神田の近況
井上東京府知事の武蔵総社参拝
香川県通信

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告
附録 記念樹及記念林

８７号 大正4年9月25日 勅令第百六十一号
朕大礼ニ関スル休日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシ
ム

内務省文部省訓令

青年団体ノ設置ハ今ヤ漸ク全国ニ沿ク其ノ振否ハ国
運ノ伸暢地方ノ開発ニ影響スル所殊ニ大ナルモノア
リ此ノ際一層青年団体ノ指導ニ努メ以テ完全ナル発
達ヲ遂ケシムルハ内外現時ノ情勢ニ照シ最モ喫緊ノ
一要務タルヘキヲ信ス

文部省訓令第七号
本年十一月十日即位ノ礼ヲ行ハセラルヽニ付当日各
学校ニ於テ職員生徒児童ヲ参集セシメ左ノ次第ニ準
シ奉祝ノ式ヲ挙ケシムヘシ

文部省告示第百三十七号
本年十一月十日大礼ヲ奉祝スル為メ小学校其他諸
学校ニ於テ儀式ヲ行フノ際唱歌用ニ供スル歌詞並楽
譜左ノ通撰定ス

齋田抜穂前大祓並抜穂ノ儀
京都に行幸ノ儀以下諸儀ノ日取左ノ通御治定アラセラ
ル
秋季皇霊祭同神殿祭ノ儀
東京府神職会職員
同事務所の事

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告
附録 記念樹及記念林

８８号 大正4年10月25日 皇室令第九号
朕祭祀及策命宣読ノ為参向ノ勅使及其ノ随員ノ服装
ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

内務省令第十四号
即位礼及大嘗祭当日官国幣社以下神社ニ於テ行フ
祭祀ニ関スル件左ノ通定ム

仏教各派総代ニ非スシテ大礼ノ各儀ニ召サレタル者ハ
僧籍ニ在リト雖僧服ヲ著用スルヲ得ス即位礼後一日賢
所御神楽ノ儀ニ参列ノ為左ノ諸員ヲ召サセラル
京都ニ行幸ノ儀並東京ニ還幸ノ儀中東京停車場並京都
停車場ニ於テ奉迎奉送ノ為停車場ニ参集ノ諸員左ノ通
定メラル
京都ニ行幸並東京ニ還幸ノ場合名古屋停車場御発著ノ
際神武天皇陵並明治天皇山陵ニ親謁ノ場合京都畝傍、
桃山停車場ニ御発著ノ際奉迎奉送ノ為停車場ニ参集ノ
諸員左ノ通リ定メラル
著帯奉告ノ儀
宮内省告示第二十三号 大正五年歌御会始御題左ノ通仰出サル

宮内省告示第二十五号
即位ノ礼及大嘗祭行ハセラルヽニ付京都行幸宮城
御発輦以下左ノ通仰出サル

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

８９号 大正4年11月25日 皇室令第十号
朕内宮官制服令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布
セシム

勅令第百九十九号
朕官国幣社以下神社祭祀令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ
之ヲ公布セシム

勅令第二百号 明治二十七年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
朕大礼ヲ行フニ当リ普ク仁慈ヲ布キ以テ朕カ慶福ヲ頒タ
ンコトヲ念ヒ特ニ有司ニ命シテ恩赦ノ事ヲ行ハシム爾有
衆其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ
勅令第二百五号 朕減刑ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

勅令第二百六号
朕懲戒又ハ懲罰ノ免除ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ
公布セシム

内閣告示第六号
今般養老ノ儀ニ付御下賜アラセラレタル木杯酒肴料
頒賜

内閣告示第七号
今般賑恤ノ資トシテ御下賜アラセラレタル金百万円
頒賜額左ノ如シ

内務省告示第七十五号 社格昇格
今十日即位礼当日紫宸殿ノ儀ニ於テ賜ハリタル勅語左
ノ如シ
今十日即位礼当日紫宸殿ノ儀ニ於テ内閣総理大臣ノ奏
シタル寿詞左ノ如シ

台湾総督府令第六十五号
即位礼及大嘗祭当日官幣大社台湾神社及県社以下
神社ニ於テ行フ祭祀ニ関シテハ左ニ定ムルモノヲ除
ク

内務省令第十六号
即位礼及大嘗祭当日並即位礼及大嘗祭後親謁ノ儀
ノ当日神宮ニ於テ行フ祭祀ニ関スル件左ノ通定ム

彙報

公報

大礼使彙報

公報

彙報

会報（附録）

公報

彙報

公報



内務省訓令第十二号

近ク行ハセラルヘキ即位礼並大嘗祭ノ当日神宮並
官国幣社以下神社ニ於テ行フヘキ祭祀ハ曩ニ勅令
ヲ以テ定メラレ今又省令ヲ以テ其ノ祭式ヲ規定セリ此
ノ皇室並国家ノ重典タル祭祀ニ方リテハ国民挙テ皇
運ノ無彊ト国家ノ隆昌トヲ奉祝スヘキハ固ヨリ其ノ所
ナリト雖モ殊ニ神官神職ニ在リテハ斎粛恭敬衷心ノ
誠ヲ致シ一意神祇奉仕ノ道ヲ竭シ敬神崇祖ノ美風ヲ
発揮シ益益国体ノ精華ヲ宣揚スルニ努メ以テ此ノ盛
儀ニ処スルニ万遺憾ナカラムコトヲ期スヘシ

東京府告示第二百三十四号
明治三十九年四月勅令第九拾六号ニ依リ神饌幣帛
料供進スヘキ神社ヲ左ノ如ク指定ス

叙任辞令
京都行幸奉迎諸員心得
十一月七日京都著御ノ節
即位礼大嘗祭後大饗第一日の儀に召さるべき者中「各
庁勅任官総代」の次に左の如く追加せらる
即位礼及大嘗祭後　大饗第一日の儀の当日（十一月十
六日）地方に於て饗饌を賜ふ者「十三　大連市長、旅順
市長」の次に左の如く追加せらる
本月六日東京御発輦京都行幸の儀を行はせられ一作
七日賢所春興殿に渡御の儀を行はせられたり
大嘗祭鎮祭ノ儀並即位礼及大嘗祭後大饗第一日の儀
今十六日大嘗宮鎮祭の儀並即位礼及大嘗祭後大饗第
一日の儀を行はせられたり
即位礼及大嘗祭後大饗第一日の儀に於て賜はりたる
勅語左の如し
即位礼及大嘗祭後大饗第一日の儀に於ける内閣総理
大臣の奉対左の如し
即位礼及大嘗祭後大饗第一日の儀に於ける外国交際
官主席者奉対訳文左の如し
紫宸殿並大嘗宮拝観
即位礼大嘗祭後大饗第二日の儀並即位礼大嘗祭後大
饗夜宴ノ儀
即位礼及大嘗祭後神宮に親謁の儀
即位礼当日賢所大前の儀
神宮行幸
皇后陛下御代拝昨二十日豊受大神宮御親謁の儀に皇
后陛下御代拝を房子内親王殿下に仰付けられたり
大礼に関する鹵簿左の通定めらる
本会奉呈の賀表
客月二十九日及本月四日本府に於て公共事務に尽しヽ
廉を以て賞与したる者左の如し
西多摩郡通信
荏原郡神職会主催御大典記念講演会
南葛飾郡神職会に於ては去月十八日大嘗祭献穀米修
祓式を郡衙議事堂にて挙けられたり其式次第別項の通
り
北豊島郡尾久村ニ於テ曠古ノ御大典ヲ紀念センガ為新
ニ報公会ナル一村ノ団体ヲ創設

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

９０号 大正4年12月25日 帝国議会開院式勅語左ノ如シ

宮内省告示第三十号
十二月二日午後七時三十五分皇后陛下御分娩皇男
子誕生アラセラル

文部省訓令第八号
叡聖文武ナル
天皇陛下畏クモ本月十日本大臣ヲ宮中ニ召サセラレ
親シク左ノ　御沙汰ヲ下シタマヘリ

内務省訓令第十三号
明治四十四年三月内務省令第五号中国幣中社ノ前
ニ左ノ一項ヲ加フ

本年十一月府令第一一号ヲ以テ御大典ニ関シ訓令相
成候儀ニ就テハ夫々御留意ノコトヽ被存候処今回本府
ニ於テ客月十日即位礼当日紫宸殿ノ御儀ニ於テ賜ハラ
セラレタル　聖勅ヲ謹写シ以別便及送附候條適当ノ方
法ニ依リ能ク聖旨ノ在ル所ヲ奉体服膺氏子若クハ崇敬
者等ヲシテ益々仁忠服效ノ誠ヲ竭サシメ候様篤ト御諭達
相成度此段及通牒候也

東京府訓令第十三号
今般大礼ヲ了ハラセラルヽニ当リ国民教育ニ就テ優
渥ナル御沙汰ヲ拝シ当局大臣ハ厚訓示セラルヽ所ア
リ乃チ謹ンテ　御沙汰ヲ拝写シ府下諸黌ニ頒ツ

即位礼及大嘗祭後神武天皇山陵ニ親謁ノ儀
即位礼及大嘗祭後明治天皇山陵ニ親謁ノ儀
即位礼及大嘗祭後孝明天皇山陵、仁孝天皇山陵、光格
天皇山陵ニ親謁ノ儀
東京還幸奉送奉迎諸員心得
大礼使奏任官奉迎心得
東京還幸後賢所御神楽ノ儀ニ参列ノ為左ノ諸員ヲ召サ
セラル
高等官著床
東京ニ還幸ノ儀及賢所温明殿ニ還御ノ儀
還幸後皇霊殿神殿ニ親謁ノ儀
明石郡皇道研究会は本年の御大礼奉祝記念として
家々の系譜を作らんことを発起し之を同郡連合戸主会
長たる三輪明石郡長に提出したるに同会長はこれを此
程開催したる同会の総会に左記の通協議案として提議
し評議員たる各町村長はこれに賛成して其の実行に努
めんことを決議したり而して一面皇道研究会員たる同郡
各神職は氏子に之が実行を奨励せんことを決議し目下
作成方案を一枚摺にして氏子に配布し尚其実行方に付
斡旋の労を執ることに尽力しつゝあり
兵庫県皇典講究分所ニテ十月二十四日ヨリ向フ三日間
第五種学階試験執行シタル試験問題左ノ如シ
東京府献上品と清祓式
大嘗祭に付き大祭の状況
大嘗祭に付勅使の御祭文と大礼使の幣物
臨時全国神職大会

広告 広告
９１号 大正5年1月25日 勅令第二号 大礼使官制ハ之ヲ廃止ス

勅令第三号
朕大礼ノ用ニ供シタル建造物及其ノ附属物ノ譲与ニ
関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セイシム

叙任辞令
会報 本会は左の書菅を全国各府県神職団体へ発送したり

宮廷歳首
仏教徒の敦圍
薭田神社考 藤岡好古
雨時神職の職服上より観たる蝙蝠傘と蛇の目傘 久能六郷迂人

寄贈書目 寄贈書目

公報

大礼使彙報

公報

彙報

寄書

彙報



広告 広告

９２号 大正5年2月25日 内務省告示第十号
一国幣中社熊野神社　島根県出雲国八束郡熊野村
鎮座　右国幣大社ニ列セラルヽ旨被　仰出

大正五年度予算神宮及び神社費 （二月二十四日公布）

褒賞
賞詞　主家ニ忠勤セシ廉ヲ以テ東京府ニ於テ二月十
四日褒賞シタル者左ノ如シ

会報

○一月廿九日本会規約修正案調査委員会を開催す調
査委員廿三名中より更に七名の委員を挙げて各条項に
付き精査を成さしめたる上にて更に開催する事となれり
○二月五日及び十六日に調査委員中より挙げたる七名
の特別委員会を開きて修正案に付き慎重審議せり

紀元節御祭典
祈年祭
帰一協会の宣言
一木内務大臣の話
仏教徒の多事
薭田神社考（前号続） 藤岡好古
御大典に際して 河野省三

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

９３号 大正5年3月25日 内務省訓令第一号
大正二年十月内務省訓令第二十一号神宮職員旅行
規程中左ノ通改正ス

褒賞
木杯下賜　主家ニ忠勤セシ廉ヲ以テ東京府ニ於テ二
月十六日木杯ヲ下賜シタル者左ノ如シ

叙任及辞令
規約修正案調査委員会
附属規定起草委員会
御大典記念事業
帝国議会閉会式
神武天皇御式年祭
祭具様式及び舗設
祭典報告
自治内容奉告祭
小学校生徒参拝作法
神前唱歌の撰定
神社由緒の調査
神職俸給上申書式
救世軍人の誹議

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

９４号 大正5年4月25日 宮内省告示第三号
天皇陛下来ル四月一日東京御発輦奈良県下ヘ行幸
皇后陛下来ル三月二十九日東京御発輿三重奈良両
県下並京都府下ヘ行啓アラセラルヘキ旨仰出サル

東京府告示第九十四号
府会市部会郡部会ノ議決ヲ経地租割営業税附加税
所得税附加税賦課率ニ付テハ内務大蔵両大臣ノ許
可ヲ得タル大正五年度歳入歳出予算ノ要領左ノ如シ

叙任及辞令
一府七県神職連合会
春季高霊祭
畝傍御陵御式年祭
皇霊殿の御儀
大和国各御陵へ勅使御発遣
熱田神宮行幸
皇后陛下御参宮
皇后陛下春日神社行啓
皇后陛下熱田神宮行啓
東宮殿下湊川神社御成
明治神釿宮始祭
県社乃木神社鎮座祭
蚕霊祭
新嘗祭の供納米
神武天皇祭通俗講演会
古社寺保存会

当局の意見
内務省神社局の意見
文部省宗教局の意見

西本願寺と安芸郡役所
寄書 哲人として観たる賽銭函の思素及び夫の主張 久能六郷迂人

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告
公報 東京府知事訓示

９５号 大正5年5月25日 公報 叙任及辞令
五月廿日死亡（届出）
四月廿四日及び廿九日本会規約修正特別調査委員会
を開催す
全国神職会
御大典記念事業報告（第三回）
神社費を出さぬ
藤岡会長古稀の寿筵
一木内相の訓示
皇大神宮奉斎所

寄書
哲人として観たる賽銭函の思素及び夫の主張賽銭函及
び夫の主張（前号続）

久能六郷迂人

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

９６号 大正5年6月25日 公報 叙任及辞令
六月廿二日神社功労者調査委員会を開き氏子総代及
び金五十円の金品寄附者等の賞表の件を決議せり
同日規約修正調査委員会を開けり
同日常議会を開く予算決算等の件をも協議の予定なり
しが規約修正に付ての意見を聴取するに多くの時間を
要して他は後会に延期散会せり
御大典記念事業報告（第四回）

全国神職会
五月十八日より一週間飯田町皇典講究所に於て全
国神職会通常会を開き予算決算建議案等を議了し
たり

皇典講究所協議会
宮司談合会
五五会の成立

建議案
本年全国神職会通常会の最後に突発の建議案に付
提出者より照会し来れり

荏原郡通信
北多摩郡通信
南葛飾郡通信

会報

会報

彙報

会報

彙報

公報

彙報

公報

会報

公報



西多摩郡通信
古蹟名勝 東京市及近郷の古蹟名勝地の一覧を左に示しぬ。
五龍会

寄書 嘲憤録 可笑生
寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

９７号 大正5年7月25日 叙任及辞令

内務省告示第四十一号
豊受大神宮仮殿遷宮ニ関スル諸祭日時左ノ通仰出
サレタリ

東京府令第五十一号
明治四十一年三月東京府令第二十号森林法施行細
則左ノ通改正ス

東京府告示第百八十五号 左記森林開墾制限ヲ解除ス

東京府告示第八十六号
森林法第三十二条及同法第三十六条ニ依り左ノ通
リ森林原野ノ開墾ヲ制限ス

東京府告示第百八十七号
東京府青山師範学校第一種講習科生徒補欠ノ為左
ノ通募集ス

常議会

第十二回総会

東京府知事訓示
指示事項
諮問
建議

本郷区神職団体の発起にて去る十日より本郷区役所樓
上にて開かれし祭式講習会は会期三週日にして練習生
三十名炎暑も物とせず熱心に修練し居れり講師は皇典
講究所派出の青戸講師なり
芝区神職団体も同じく愛宕小学校を会場として祭式講
習会を開始せり会期練習生本郷区と同じく講師は金光
氏なり
西多摩郡神職会にても毎年夏季講習会を開く例により
近日祭式講習会を開く講師は西久保白愛氏なり

北豊島郡神職会に於ては来八月五日より十五日間郡
衙樓上にて祭式講習会を開く講師は西久保白愛氏なり

南葛飾郡神職会に於ては毎月十八日亀戸神社々務所
に会合し研究会を開く事に決定したるよし
北多摩郡神職会にては八月八日より宮西講師を聘して
祝詞作文に関する講習会をひらく赴通知ありたり会期は
二週間なり
第十二回総会議場雑観 久能六郷迂人

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

海外思想の養成 東京府内務部

会告

御大典紀念事業の成績に就て去る二十日の総会に
諮問せられたるを以て本会に於て至急取纏め報告
致すべくに付報告未了の諸君は大至急本会へ御報
告有之度

９８号 大正5年8月25日
祭式及祝詞作文の講習会を修了し証書を授与する場合
には左の規定に依り取扱ひ候事に決定致候條御承知
相成度候

建議案に関する委員会

総会に於ける建議案の結果委員を選定し慎重の調
査を経て成案の起草を為し再三の審議を重ねしも重
大の事なれば容易に決定せず未だ一般に報告する
域に到達せず近々成案を具して参事員会の会議に
附する事となるべし

祭式修了証書授与人名
兼ねて報告せし如く芝区神職会及北豊島郡神職会
に於て開催せし講習会に於て規定の祭式を修了し
証書を授与せられたる人名左の如し

祝詞作文講習会

北多摩郡神職会に於て開催せし祝詞作文講習会は
大国魂神社々務所に於て去十三日より開講し講習
人員四十余名宮西講師日々出席講演を続け居れり
修了式日には本会々長出席講演あるべき筈なり

参事員会

参事員会開会の必要はせまり居れど建議案に関す
る委員会の修了せざる為其の運に至らざると不日開
会の上山積せる諸案の処理に取掛る事を得べし理
事補欠選挙の如き其の一なり

府社御嶽神社々司三崎民樹君は本会理事として尽力
浅からず縦横倫の精力を以て庶務に公報の編輯に当ら
れしか去月突然の命に依り神部署主事に栄転赴任せら
れたり神社の為め且は本会の為め遺憾に絶えざるも又
止むを得さるなり
公報発行期に就て

会告

御大典紀念事業の成績に就て去る二十日の総会に
諮問せられたるを以て本会に於て至急取纏め報告
致すべくに付報告未了の諸君は大至急本会へ御報
告有之度

東京府管内現在戸数及人員調査左の如し
どちへんなし 扇浦生

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

９９号 大正5年9月25日 宮内省告示第十三号
大正五年八月三十一日来十一月三日立太子の礼を
行はせらる

叙任及辞令
会報 立太子礼と本会

来十一月三日立太子の礼を行はせらるゝに付ては当日
各神社に於て祭祀を行ふ事元よりの事と存じ候も是れ
に就ては未だ其筋の御発表も無之事に候へば諸事確
定次第機宜を誤らざる様御通報可致候考に御座候間御
諒察有之度此段予め御通告申上候
祭式修了証書授与人名
豊受大神宮仮殿造営ニ付諸祭執行
祭主宮瀧原宮御参拝
大嘗宮御焼却
大嘗宮後鎮祭
悠紀殿ノ儀
主紀殿ノ儀

講演 柏テは拍手の誤 瓢亭主人　藤岡好古
雑録 囚はれたる視察の解放と及びその実行の提唱 久能六郷迂人

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

１００号 大正5年10月25日 公報 叙任及辞令

会報
常議会十月三日午後一時常議会を金刀比羅宮社務所
内に開き左の件を議定し理事補欠選挙を行ひ午後五時
散会す

講演 神道の本義（転載）　神社と祖先崇拝の精神 井上哲次郎
立太子の御式

彙報

公報

会告

彙報

公報

会報

彙報

附録

会報



北多摩郡講演会
神田神社々賞木村瑞枝君の実母豊子刀自は永らく病
床にありしが去る十三日不帰の客となられぬ其の詳ら
なる事は平田斎主の誄詞に尽くせるを以て此に掲く。
御大礼記念品下附

会告

本誌生れてより、歳を迎へし事八回、月を重ぬる事百
度、幾多の艱難辛苦を経て、益々健在、録すべき効果
なしと雖も、又大過なかりき、此は全く諸君御援護の、宜
しきの然らしむる所と、ひたすら感佩極まりし、茲に百号
を発刊し、近く百一号を出すの、機運に際会す、何も
のゝ光栄か、之れに過ぎん、依て聊か祝意を表する為
め、広く詩歌文章を集め、記念とし、本誌の光彩と仰ぎ、
以て誇りとせんとす、希くは諸君玉永を借し給ふ事なく
寄せられん事を

編輯部発行部一同

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

１０１号 大正5年11月30日 賀詞捧呈

金風清爽菊花東籬ニ薫シ、此秋ニ方リ　殿下立儲ノ
ｓ儲盛儀ヲ挙ケ給フ。聖春斯ニ鐘リ、金輅入朝、菊章
ヲ佩ヒテ衆望ニ副ヘリ。晴旻ノ鶴聲高クシテ遠邇頒音
ニ和ス。（後略）

藤岡好古

叙任及辞令
立太子令
勅令　朕立太子礼当日官国幣社以下神社ニ於テ行フヘ
キ祭祀ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

勅令第二百三十一号
立太子礼当日官国幣社以下神社ニ於テ祭祀ヲ行フ
其ノ祭祀ハ之ヲ中祭トス

内務省令第十二号
立太子礼当日神宮ニ於テ行フ祭祀ニ関スル件左ノ
通定ム

内務省令第十三号
立太子礼当日官国幣社以下ニ於テ行フ祭祀ノ祝詞
左ノ通定ム

宮内省令第八号 臨時編纂部職制勅裁ヲ経テ左ノ通定ム

宮内省告示第十九号
本月三十一日天長節祭祝日ニ付拝賀並参賀左ノ通
仰出サル

宮内省告示第二十号 大正六年歌御会始御題左ノ通仰出サル

立太子礼ノ儀
朕祖宗ノ遺範ニ遵ヒ裕仁親王ノ為ニ立太子ノ礼ヲ行
ヒ茲ニ之ヲ宣布ス

東宮御参内仰出
十一月三日立太子ノ礼ヲ行ハセラルヽニ付　皇太子
殿下午前七時御出門　賢所ヘ御参畢テ御参内アラ
セラルヘキ旨仰出サレタリ

諸儀ノ日時
神宮並山陵ニ勅使派遣ノ御儀
三殿ニ御奉告
高輪御殿
賢所大前ノ儀
壺切ノ剣親授
三殿ニ御拝礼
朝見式
還啓
神宮ニ奉幣ノ儀

両山陵ニ奉幣ノ儀
畝傍陵
桃山陵

豊受大神宮仮殿造営諸祭
立太子礼奉祝東京府献上模型謹製の概要左の如し
立太子礼記念講演会
南葛飾郡神職会の講演会

文苑 文苑
寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

１０２号 大正5年12月30日 叙任及辞令

勅令
朕故議定官内大臣元帥陸軍大将従一位大勲位功一
級公爵大山巌国葬ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

勅令第二百四十四号
議定官内大臣元帥陸軍大将従一位大勲位功一級公
爵大山巌薨去ニ付特ニ国葬ヲ行フ

内閣告示第四号
議定官内大臣元帥陸軍大将従一位大勲位功一級公
爵大山巌昨十日午後十一時四十五分薨去ス

辞令
陸軍大将黒木為禎
故議定官内大臣元帥陸軍大将公爵大山巌葬儀掛長
被仰付

内務省告示第七十八号
神社調査部規定左の通り決定致候條此段及御通知候 東京府神職会神社調査部規定
本会総裁より調査部委員左記之通り選任相成候條此段
及御通知候也
大正五年十二月十日下谷浅草連合祭式講習会ニ於テ
本会ノ修了証書ヲ授与セラレタル者左ノ如シ
譴責
十二月十七日議定官内大臣元帥陸軍大将従一位大勲
位功一級公爵大山巌公の国葬を行はせられたるを以て
本会々長藤岡好古は本会を代表して会葬せり

寄書 國學院大學に於ける立太子礼記念講演会 金子胤徳
日本唯一の長所 添田壽一
国体と儒教 白鳥庫吉
誌齢一百に寄するの辞 久能六郷迂人
亀戸天満宮献詠大正六年月次兼題

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

１０３号 大正5年2月25日 即位式勅語 御大典記念事業報告
壽詞 大隈重信
賀表 藤岡好古
井上総裁筆　東園顧問筆
久保前会長筆
東京府訓令第一一号
東京府内務部長通牒

東京府知事訓示（府神職会総会席上）
本日第十二回総会ヲ開キ諸君ト相見ルコトヲ得タル
ハ本官ノ深ク欣幸トスル所ナリ

御大典記念事業
大礼使下賜御大典紀念
所感 春田宣徳

１０４号 大正6年3月30日 叙任及辞令

内務省告示第十二号
豊受大神宮仮殿遷宮本殿還御並臨時祭日時左ノ通
リ仰出サレタリ

東京府公文　東京府告示第三十八号
明治三十九年四月勅令第九十六号ニ依リ神饌幣帛
料供進神社ヲ左ノ通指定ス

東京府告示第三十九号
明治四十一年十二月東京府告示第二百十八号会計
規則ヲ適用スヘキ神社ヘ左ノ通追加ス

公報

彙報

公報

公報

彙報

公報

会報

文苑

彙報



勅令
朕大正四年勅令第十三号神宮神部署職員及神宮衛
士長衛士副長衛士並官国幣社職員の休職ニ関スル
件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

勅令第二十九号 大正四年勅令第十三号中左ノ通リ改正ス

寄書
東京府荏原郡羽田町大字糀谷字北糀谷小字下袋鎮座
村社　八幡神社御由緒

寄贈書目 寄贈書目

広告 神職各位に謹告

東京府神職会々報第七十八号を以て御報告申上候
神社関係功労者表彰の件に付き第一回表彰を四月
中旬開催の総会に於て発表候條該規程に基き御推
薦相成候向は此際至急御提出相成度此段及謹告候
也

庶務係

１０５号 大正6年7月30日 東京府知事訓示
指示事項
塚本神社局長講話

東京府訓令第十四号
今般内閣訓令第一号ヲ以テ官紀ノ粛清行政ノ振長ニ
関シ示達セラルヽ所アリ職ニ在ル者能ク其ノ趣旨ヲ
体シ常時服膺シ其の職務ニ励精センコトヲ期スベシ

東京府告諭第一号

第十三回総会

大正六年五月十二日東京庁内議事堂に於て第十三
回総会を開催せり、当日午前十時藤岡会長開会の
辞を述べ、次で教育勅語を捧読す、塚本神社局長、
井上知事の訓示及講話、下村理事官の指示事項に
付ての説明（共に別頁て掲ぐ）等あり、次に神社関係
功労者表彰状授与式を行ひ漸次休憩の後午後一時
会議を開く、例に依り前年度の事業報告及決算報告
（大正四年度）を為す、時に平田盛胤君外卅八名より
本会規約修正に関する建議案を提出せるを以て議
事の順序を変更して直に該案を附議す。

参事員
前記総会に於て選挙の結果当選せし参事員及総裁
指名の参事員左の如し。

神社関係功労者

本年総会に於て表彰状を授与せられし神社関係功
労者は府社六名、郷社五十一名、村社百十七名、無
格社四十二名、合計二百十六名にして、其氏名及在
職年数等左の如し

大正六年度収入支出予算　本年五月本会総会に於て
可決せし本会予算左の如し

本会職員改選
七月二日本会常議会に於て職員改選を行ひしに左
の諸氏当選せり

神職移動 本年三月以降府下神職移動左の如し
木杯下賜
荏原郡祭式講習会 祭式講習会員名（神職会）
社務講習会
藤岡好古翁卒去

府下神職及官公吏諸君に告ぐ

今回神社の庶務会計其他社務に関する講習会左の
通り開催致候に付奮て聴講相成度候
追て聴講希望の者は八月十五日迄本会へ御申越有
之度候

１０７号 大正6年11月30日 神社風致林取扱法
本編は今回東京府に於て編纂せしものなるが神社
境内樹木取扱上に於て参考となる事尠からざれば
特に請て掲載せり

祭祀一覧表

大祭祝日の趣旨を一般に徹底せんが為に、本会に
於ては各所に講習会を設け之が普及に勤めつゝあ
るが頃者國學院大學講師植木直一郎氏は其聴講者
の為に祭祀一覧表を作られしが、能く其要を得て参
考となる事尠からざれば、請て左に掲載せり

東京府告示第三百十一号
明治四十年五月東京府告示第七十六号神饌幣帛料
供進指定神社に左記神社を追加す

大祭日祝日解義講習
常議会
府下罹災神職慰問
名誉協賛員嘱託
府下神職の氷川神社参拝
神職移動
一府七県神職連合会
供進使参向の途中行列に就ての訓令
芝区神職会の入営奉告祭
賀茂翁例祭
風水害義捐金
編輯記事

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

１０８号 大正7年1月30日 年頭所感 宮西惟助
神社と森林との関係に就て 阿部元作
社務科調査委員会
社務調査実施
懇話会
府下神職合同新年会
神職及氏子総代表彰
功労調査委員
名誉協賛員薨去
神職異動
神職死亡
特別官衙設立と全国神職会
浅草神社遷座祭
吾妻森経営費金募集
亀戸天満宮献詠月次兼題
簡易神職講習会
東京府神職会告示第一号

広告 広告
寄贈書目 寄贈書目

１１５号 大正7年3月30日 論説 デモクラシーに就て 紀平正美
雑報 神苑記事 荒木三雄

思想問題に関する講演
博物館見学
神職及氏子、崇敬者総代代表
評議員会と職員改選
名誉協賛員
神職異動
三多摩郡一市神職連合会
芝区神職会の除隊奉告祭
玉曜会
玉鉾会
京都府下神社神職に臨時手当支給に関する通牒

本会記事

彙報

本会記事

彙報

彙報

公報

本会記事

彙報

論説

公報

本会記事



風俗改善に関する訓令
朝鮮神社に素戔嗚尊奉祀に関する建議の理由
神仏教会所に関する規程
齋藤政吉氏逝去
編輯記事

寄贈書目 寄贈書目
広告 広告

１１６号 大正7年5月30日 東宮殿下御成年式賀詞 井上友一
東宮殿下御成年式賀詞 井上友一

論説 デモクラシーに就て（続） 紀平正美
雑報 神苑記事 荒木三雄

職員改選
評議員
市内神職談合会
評議員会
顧問嘱託
神職異動
東宮殿下御成年式
奠都五十年祭祝祭
明治神宮立柱祭
地方長官会議に於ける神社行政の指示事項
荏原郡神職総会
同郡衙落成奉告祭
日程
代議員
内務省よりの諮問事項
神祇に関する特別官衙設置期成の議案
地方団体並に評議員よりの建議案
岩手県下神社神職の服務俸給其他に関する規定
久保宮司卒去

１２１号 大正9年3月30日 論説 神、君、国 芳賀矢一
雑報 神苑記事 荒木三雄

祭式、私祭式、祝詞作法講習
神社へ金穀寄附者行賞
功労調査委員
名誉協賛員嘱託
講習生の明治神宮拝観
神職異動
明治神宮御造営工事と御遷座
北豊島郡戦病死者弔霊祭
一府七県連合神職会々議要領と建白書
学階司業試験
書道講習

１２３号 大正9年7月30日 東京府知事訓示 阿部浩

大正九年七月二十日内務省令第二十二号
平和克復奉告祭ニ付官国幣社以下神社ニ於テ行フ
祭祀ニ関スル件左ノ通リ定めム

平和克復奉告祝詞
宮司祝詞
社司社掌祝詞
幣帛供進使祝詞

講演 神社局長訓話の要旨
第十六回総会
大正八年度東京府神職会々務及事業報告
大正八年度収支決算
大正八年度特別会計収支決算
大正九年度収支予算
大正九年度特別会計収支予算
神職及神社関係功労者表彰
寄附者行賞規程該当者
他府県視察
調査部社務科委員異動
神職異動
奏任待遇神職
西多摩郡表彰伝達式
國學院大學夏季講習会
尼港殉難吊慰霊祭
北豊島郡神職会例会
尼港義捐金

広告 広告
１２５号 大正9年11月30日 祝辞 一府七県連合神職会

講演 所感 一木喜徳郎
神職異動
一府七県連合神職会記事
荏原郡祭式講習会
記念笏配附
一府七県連合神職会収支決算報告

広告 広告
１２８号 大正１０円６月３０日 総裁訓示

東京府知事指示事項
神社ノ営繕境内整理等ニ関スル件
神職ノ養成ニ関スル件

神社局長訓話の要旨
評議員改選
評議員会
顧問嘱託
名誉協賛員嘱託
功労調査委員会
第十七回総会
宮城拝観
大正九年度会務及事業報告
大正九年度収支決算
大正九年度特別会計収支決算
基本金収支報告
皇典講究所東京分所収支報告
大正十年度収支予算表
大正十年度特別会計収支予算表
東京府神職会神職養成費補助規定
神職及神社関係功労者表彰

彙報 神職異動
広告 広告

136号 大正13年3月30日 賀表 宇佐美勝夫
賀牋 宇佐美勝夫

詔書 詔書
山本総理大臣告諭
聖上陛下最近の御容体
思想善導精神作興に関する神職招待会
精神作興思想善導ニ関スル神職招待会席上ニ於ケル
清浦内閣総理大臣ノ挨拶

本会記事

賀詞

公報

本会記事

彙報

彙報

公報

本会記事

彙報

全国神職会記事

本会記事

彙報

賀詞



詔書の称呼決定
神社金品寄附者褒章の件通牒

東京府告示第一号
明治四十年五月東京府告示第七十六号神饌幣帛料
供進神社ヘ左ノ通追加ス

東京府告示第二号
明治四十一年十二月東京府告示第二百十八号会計
規則を適用スヘキ神社ヘ左ノ通追加ス

東京府告示第二十七号
明治四十年五月東京府告示第七十六号神饌幣帛料
供進神社ヘ左ノ通追加ス

村社に昇格
神社陞格

宮内省告示第一号
大正十二年十二月二十七日ノ事件ニ付神宮賢所皇
霊殿神武天皇山陵明治天皇山陵ニ奉告ノ期左ノ通
リ定メラル

宮内省告示第二号
来一月二十六日　皇太子裕仁親王殿下良子女王殿
下ト結婚ノ礼ヲ行ハセラル

内閣告示第一号
来ル一月二十六日　皇太子裕仁親王殿下結婚ノ礼
ヲ行ハセラルルニ付当日諸官員ニ休暇ヲ賜フ旨仰出
サル右告示ス

東宮殿下御婚儀
恩赦の詔書煥発
奉仕諸官に叙勲
社会事業功労者表彰
御成婚当日神社一斉祭典執行
社会事業に御下賜
贈位発表
伊勢神宮三御陵御参拝
評議員改選
評議員会
第十九回総会
大正十二年度収入支出予算
大正十二年度特別会計予算
大正十一年度収入支出決算一覧表
大正十一年度収入支出決算報告
大正十一年度特別会計収入支出決算報告
基本金収支報告
総裁告示
講演部状況
新写映機購入
祭式講習会
南多摩郡講習会
北多摩郡講習会
府下神職茶話会
大麻頒布
大麻頒布に関し本会より各区長宛通知左の如し
消失区域大麻暦頒布成績表
名誉協賛員嘱託
関東震害地視察
西多摩郡神職会主催氏子総代人会議
大詔
御内帑金御下賜
皇后宮御仁慈
摂政宮殿下震災地御巡視
震災並復興の儀御奉告
臨時震災救護事務局官制
戒厳令
震災中の新内閣組織
帝都復興院官制
大震災関係発布諸法令
東京府下炎上神社罹災神職員数調
炎上神社員数調
東京府下震災倒壊神社員数表　社殿社務所神饌所ノミ
ヲ計上セリ
東京府下神社主要建物倒壊並大破調
府県社郷社村社被害調（内務省調査）
（本表ハ本殿及坪殿ノ焼失全潰ニ限リ計上セリ
一府五県被害神社数調（内務省）
（本表ハ社殿ノ外工作物ノ被害アル神社ハ総テ計上セ
リ）
村社以上本殿拝殿全滅数調
炎上神社神職協議会
仮殿仮社務所造営用材の下附
仮殿仮社務所並主要建物造修材料配給表
宮内省へ復興事業補助請願経過
震災遭難者大慰霊祭
震災遭難慰霊祭詞
震災遭難者追悼五十日祭
震災遭難慰霊百日祭
全国神職団体並府下同職の同情
罹災神職へ見舞金配分
神宮奉斎罹災神職慰問
被害神社復興国庫補助問題
神社復興の件陳情経過
罹災神社ノ復興ノ件陳情
本建築坪数並予算調
復興交渉経過
神職異動
神職死亡
鳥越神社仮殿遷座祭
五条天神社仮殿遷座祭
史蹟名勝史編纂完成
神祇院設置
神社局長更迭
神社局書記官分担事務
虎の門外不祥事件
市内神社の復興
官幣大社日枝神社旅所復興祈願祭
宮中歌御会始
第四回神職講習会
全国神職会寄附行為草案成る
石川県庁より石川県社々社司会に諮問せる神社公費
支弁に関する同会の答申書
南多摩郡八王子市神職会会報発行
國學院大學及神職養成部卒業式
編者より各位へ
謹告

１３７号 大正13年5月30日 総裁告示 宇佐美勝夫

大震災関係記事

神社の復興と本会の活動

彙報

公報

東宮殿下御成婚御記

本会記事



東京府告示第百二十一号
明治四十年五月東京府告示第七十六号神饌幣帛料
供進神社ヘ左ノ通追加ス

第二十回総会
大正十二年度決算報告
大正十二年度特別会計決算報告
大正十二年度予算案
大正十三年度特別会計予算案
事業報告 大正十二年度に於ける本会事業の大要は左の如し
特別委員決定
評議員会と職員改選
一府七県連合神職会
罹災神社神職協議会
全国神職会代議員及評議員
罹災神社視察
明治神宮神苑樹冠下木下付
樹木配給表
低利資金貸下の請願
神職異動
神職死去
一府七県連合神職会
神社関係予算　大正十三年度東京府歳入歳出予算
二府四県神職会
久保悳鄰大人五年祭

１３８号 大正13年8月30日 巻頭言 特別委員会成る
東京府令並告示 東京府告示第二百六十号
町制施行 東京府告示第二百五十七号
震災復興促進ニ関スル感謝通牒 東京府告示第二百六十九号
府令 東京府令第二十八号
幣饌料供進指定 東京府令第三十三号

大正十三年六月廿三日午後一時本会事務所に於て精
神作興並社会事業に関する第一回特別委員会を開会

主査委員会
主査委員会（第二回）
特別委員会
顧問並名誉協賛員嘱託
調査委員並功労調査委員当選
神社復興低利資金請願経過
巡回講演部近況
神職異動
靖国神社仮遷宮
皇太子殿下御成婚東京市奉祝祭
国威宣揚祈願祭
新内閣成立
井上博士十年祭
神祇院設置近況
詔書奉戴講演会
全国神職会通常会

巷の声 神社の施設に就て
本稿は宮西会長へ宛たる私信の一節なり、巷の声
吾人を啓発する所あらむ。（記者補正）

彙報 震災神社復旧打合会

文苑

三矢文学博士逝いて一年、六月二十九日國學院大學
講堂に於て、源氏物語全講会及門弟一同の手によりて
しめやかなる祭典を行ひぬ、柳瀬君を斎主に羽田、林、
高次、外島の五君祭員となり常饌を供へ、通常和装とい
ふ新しき霊祭なりき祭詞は折口教授のものせるものなり

文苑 都幾川行
文苑 編集後記
広告 広告

１３９号 大正13年10月30日 巻頭言 祀職の綱紀粛正
神官神職綱紀粛正に関する通牒
地方長官会議に於ける指示事項
神社昇格

幣饌供進神社追加
東京府告示第三百六十五号
東京府告示第三百七十九号

市内近郡神職茶話会
実行委員嘱託
一市三郡神職茶話会
巡回講演部近況
南多摩郡及八王子神職会連合祭式講習会
北多摩郡神職会主催祝詞作文講習会
罹災神社神職協議会
罹災神社復旧理事官会議
罹災神社神職協議会
神社境内地整理地区編入に付請願
神社境内地を公園とする神社の神職協議会
大震災遭難者一周年祭
神職異動
神職死去
神祇院設置問題近況
鳥越神社朝起会
靖国神社神恩奉謝祭
水天宮感謝祭
神田神社紀念碑除幕式
麻布市区各町連合追弔祭
本所主催追弔祭
日本橋区主催追悼祭
赤城神社主催追悼祭
京橋鉄砲洲追弔祭
牛島神社氏子内遭難者追悼祭
官庁の国旗掲揚
乃木神社大祭
駒込天祖神社神幸祭
神社例に祭関する講話
五条天神大祭
神職同志会成立
編輯後記

広告 広告
１４０号 大正13年12月30日 巻頭言 神社法規の統一

神社昇格
幣饌供進神社追加 東京府告示第四百三十五号
罹災神社復旧施設貸付資金予算成立
境内地整理地区編入神社神職談合
精神作興社会的施設実行委員会
復興資金委員会
全国神職会臨時大会本府代表者

各区の震災追悼祭

公報

彙報

公報

本会記事

神社復興事業

彙報

神社と復興

彙報

公報

特別委員会記事

本会記事

公報

本会記事



新嘗祭祝詞俗訳の印行
新職員録の調製印行
残余配材終る
神社参拝唱歌及神拝詞の募集
名誉協賛員嘱託
全国神職会協議会
神職異動
神職死去
無題録 宿禰
懸賞歌文募集
広告

１４１号 大正14年5月30日 東京府告示第十九号
東京府令第二十七号
東京府告示第百五十七号
東京府告示第百七十五号
東京府告示第二百二十三号
内務大臣の諮問に対する協議会
神社復興に関する氏子崇敬者総代会
新年名刺交換会
祈年祭祝詞俗訳印行
新補神職社務講習会
評議員改選
評議員会
功労調査委員会
大麻頒布嘱託
大麻頒布代表委員選定
名誉協賛員嘱託
懸賞募集歌文当選発表
巡回講演部近況

彙報 神職異動
荒川放水路通水式
北多摩郡招魂祭
西多摩郡祭式講習会
明治神宮外苑競技場竣工式
全国社司社掌会設立に対する談合
全国社司社掌会設立協議報告
全国社司社掌会設立趣旨
全国社司社掌会規約案
郷社鳥越神社鳥祭
米国代理大使靖国神社参拝
日枝神社社号標除幕式
暹羅皇弟靖国神社参拝
郷社平塚神社昇格奉告祭
官幣大社氷川神社参拝団
皇典講究所総裁推戴式
元寇文永役殉難者六百五十年祭
皇典講究所の禊
宮中歌御会始
内務大臣助成金下附
皇典講究所長更迭
神職同志会第二回家庭講話会
内務省主催第五回神職講習会
荏原郡神職会主催講演会
國學院大學卒業式
東京府立美術館定礎式
東京神職会成立
第一種　国民精神作興唱歌
第二種　神社参拝唱歌
第三種　神拝詞
訃報
東京府神職会職員録誤植訂正
懸賞歌文当選発表

広告 広告
１４２号 大正14年10月30日 告辞 告辞 宇佐美勝夫

大婚二十五年祝儀当日の祭祀
幣饌供進神社追加
神社昇格
閣省辞令抜要
本府辞令
第二十一回総会
大正十三年度収支決算報告
大正十三年度特別会計収支決算報告
基本金精算書
大正十四年度収支予算
大正十四年度特別会計収支予算案
葬祭に関する祭員の服装
全国神職会評議員並に代議員選定
大麻頒布代表委員協議会
神宮大麻暦府下頒布予定

祭式講習会

豊多摩郡神職会主催祭式講習会
南葛飾郡神職会主催祭式講習会
西多摩郡神職会主催祝詞作文講習会
南多摩郡八王子　連合神職会主催祝詞作文講習会
本会主催祭式講習会

名誉協賛員嘱託
神社教化公益に関する施設に付回答
東京震災記念事業に対する寄附
災害見舞金募集
巡回講演映画会近況
会務取扱嘱託
大麻頒布宣伝書配付
皇后宮御親撰の「神ながらの道」
神社調査会再設
神社講社令案
東京市神職会記事
鳥越神社敬老会
神社復興状況
芝大神宮建築費予算書
大震災記念堂地鎮祭
震火災横死者弔慰祭放送
日枝神社仮殿遷座祭
荏原郡神職会主催講演会
山陰地方震災朝鮮地方水害　義捐金寄附者氏名
訃報
編輯余録

広告 広告

叙任辞令

本会記事

彙報

公報

本会記事

散稿一括

文苑

公報

本会記事

彙報

広告



１４３号 大正15年6月30日 公報 神社寄附金募集ニ関スル件
戊社第一、一三四号四
内務省第一〇八八号

告辞 告辞 平塚廣義
説苑 新嘗祭と農本の国 宮西惟助

幣饌供進神社追加

東京府告示第四百十号
東京府告示第四百七十号
東京府告示第百九十号
東京府告示第二百五十五号

東京府歳入歳出予算決算抜要
東京府告示第四十二号
東京府告示第百五十四号
東京府告示第百九十六号

閣省辞令抜要
本府辞令
第二十二回総会
大正十四年度収支決算報告
大正十四年収支決算
特別会計収支決算
基本金精算書
大正十五年度収支予算
特別会計収支予算
評議会
功労調査委員会
協議会
神宮大麻並暦頒布内規
神宮大麻並暦府下頒布数
名誉協賛員嘱託
神社金品寄附者表彰
神社氏子調査
罹災神社復旧施設費資金借入に関する委員会
神社建築境内に関する講習会
建国祭に関する宣伝書配付
全国神職会財団法人設立基本金本府負担額
神宮大麻及暦頒布規程
神宮大麻及暦頒布施行規約
神社行政統一の緊要
訃報
編輯余録

広告 広告
１４４号 大正15年11月30日 公報 社殿建造等多額醵出金ヲ求ムル場合ニ於ケル件

詔書 詔書

朕惟フニ長慶天皇在位ノ事蹟ハ史乗ノ記述審ナラサ
ルモノアリ今ヤ在廷ノ臣僚ニ命シ深究精覈セシメ其ノ
事蹟明瞭ナルニ至レリ乃チ大統中同天皇ヲ後村上
天皇ノ次ニ列ス茲ニ之ヲ宣示ス

勅令第三百二十七号
長慶天皇皇代ニ列セラレタルニ付官国幣社以下神
社ニ於テ祭祀ヲ行フ其ノ祭祀ハ之ヲ中祭トス

内務省令第五十一号
長慶天皇皇代ニ列セラレタルニ付官国幣社以下神
社ニ於テ行フ祭祀ノ祝詞左ノ通定ム

説苑 長慶天皇を仰ぎ奉りて 宮内省図書寮
公報 新年御勅題

郷村社幣帛供進使訓令及通牒
町村長委任条項
幣饌供進神社追加
東京府辞令
神職異動
訃報
神宮大麻暦頒布委員嘱託
大麻暦頒布委員会
本年度頒布大麻暦予定員数
府下各郡区麻暦送達先
協議会
府下各郡市神職会幹部懇談会
神社金品寄附者表彰
祭式講師派遣
祭式講習修了者
祭式師範講習員推薦
大麻頒布宣伝書配付
府下市郡神職会役員氏名
府下八郡及八王子市神職団体連合会創立
一府七県神職団体連合会
全国神職会本府評議員
全国社司社掌会本府評議員
全国社司社掌会
神社協会主催民性講演会
神社協会講習会
震災三周年吊慰祭
長慶天皇皇統御登列奉告祭
江戸川上水道竣工祭
芝区神社会主催除隊兵奉告祭
鳥越神社鳥祭
賀茂真淵翁墓前祭

広告 広告
１８４号 昭和12年3月10日 区郡神職会事務所一覧表

公報の月刊に付て
孝明天皇例祭 宮廷録事
講書始ノ儀
祈年祭仁孝天皇例祭
勲章奉納

内務省令第四号
官幣大社氷川神社、官幣大社熱田神宮、官幣大社
出雲大社、官幣大社橿原神宮及官幣大社明治神宮
例祭祭式及祝詞左ノ通定ム

内務省令第一号
昭和四年内務省令第三十四号東京都市計画道路受
益者負担ニ関スル件中左ノ通改正ス（抜萃）

社寺兵事課長事務打合会

館神社局長挨拶要旨
指示事項
注意事項
協議事項

叙任辞令
本府辞令
本会新年宴会
内務省主催神職講習会
一府七県神職団体連合会準備委員会
第一回一府七県特別委員会
規程細則改正委員会
定例理事会
一府七県神職団体連合会準備委員選出の件
内務日誌
会員帰幽

本会記事

本会記事

彙報

公報

省令

叙任辞令

本会記事

彙報

公報

公報

叙任辞令

公報

叙任辞令



貴族院に於ける祭政一致に就いての田中博士の質問
並びに林首相の答弁

広告 広告
附録 区郡神職会事務所一覧表

１８５号 昭和12年4月10日
五箇条御誓文奉戴七十年に当りて（官報附録週報より
転載）

林内閣総理大臣

五箇条御誓文の由来 文部省
衆議院に於ける五箇条御誓文煥発七十周年記念の件
に就きての決議案
叙任辞令
本府辞令
定例理事会
評議員会
緊急理事会
定例理事会
功労調査委員会
本会規約中改正の件
本府神職会細則抜粋
神社関係者功労者表彰規定
寄附者行賞規定
功労及行賞調査委員会規定
昭和十二年度総会
神宮大麻頒布委員参宮
一府七県神職団体連合会準備委員選出の件
正誤
移転通知

広告 広告
１８６号 昭和12年5月10日 公報 第三十四回総会に於ける本会総裁告示 館哲二

霊代遷移
神武天皇祭通俗講演会
行幸行啓
天長節祭
行幸行啓
観桜会御模様

紀元二千六百年に就て
内閣紀元二千六百年祝
典事務局

叙任辞令
本府辞令
会員帰幽
神社昇格並列格
神宮大麻頒布委員参宮
全国神職大会
惟神道講話会
臨時理事会
功労調査会
第二回惟神道講話会
総会
総会記事
（別表）昭和十一年度事業並ニ会務報告
昭和十一年度神宮大麻並暦頒布数
行賞功労被表彰者氏名
昭和十年度経常費収入支出決算
昭和十年度事業費特別会計収入支出決算
昭和十年度基本金収入支出決算報告
昭和十二年度経常費収入支出予算
昭和十二年度事業費特別会計収入支出予算案
総会出席者氏名
三郡一市神職団体連合会例会
権田直助翁五十年祭執行
移転通知
記念写真

広告 広告
１８７号 昭和12年6月10日 中御門天皇二百年式年祭

皇太后宮行啓御日程
叙任及辞令 叙任辞令

東京府告示第三百八十三号
明治四十一年七月内務省令第十二号第三章ニ依リ
会計規則ヲ適用スベキ神社ヲ左ノ通指定ス

本府辞令
神社創立
神社列格並昇格
祝詞案発送
惟神道講話会
定例理事会
惟神道講話会 五月十二日
惟神道講話会 五月十七日
被表彰者照会に関する通知状発送
惟神道講話会 五月二十二日
神社関係功労並行賞調査委員会
一府七県神職団体連合会準備委員特別委員会
内務省主催第二回神職講習会
全国神職会評議員会
全国神職会評議員会で可決された地方神職団体提出
の建議案
城東区通信
青年団代表神宮参拝規程
昭和十二年度青年団代表神宮参拝日程

彙報 移転通知
広告 広告

１８８号 昭和12年7月10日 公報・宮廷録事 節折並大祓ノ儀

内務省訓令第八号
官国幣社各社共通金ヨリ支出スル境内地整備費ニ
関スル件左ノ通定ム

内務省訓令第九号
明治四十年一月内務省訓令第一号官国幣社各社共
通金ヲ以テ営繕費ヲ支弁スル建物ノ種類左ノ通改正
ス

内務省告示 内務省告示第四百十号
大正十年内務省告示第二百四十六号中左ノ通改正
ス

叙任辞令
本府辞令
会員帰幽
神社列格並昇格
神社創立
明細帳脱漏神社編入
定例理事会
惟神道講話会 六月二日
頒布委員選出
神社関係功労並行賞

叙任及辞令

公報

公報・宮廷録事

公報

本会記事

郡区通信

訓令

公報・宮廷録事

叙任及辞令

本会記事

郡区通信

彙報

公報・宮廷録事

叙任及辞令

本会記事

彙報



惟神道講話会 六月七日
懇話会 六月十日
一府七県神職団体連合会
準備委員会並に実行委員会
一府七県神職団体連合会開催予算
惟神道講話会 六月十二日
一府七県神職団体連合会準備会
権田直助翁五十年祭
世田谷区内神社巡拝記 世田谷区神職会
事業報告書 江戸川区通信
講話会休講
夏期国史教育講座
講師及講義題目

広告 広告
１８９号 昭和12年8月10日 公報 北支事変に関する政府の声明

皇太后宮行啓

明治天皇例祭

朝鮮総督府令第七十一号
昭和十二年五月二十七日国幣小社大邱神社及同年
同月三十一日国幣小社平壌神社ニ於テ行ハセラル
ベキ列格奉告祭ノ祭式左ノ通定ム

朝鮮総督府告示第三百十六号
昭和十二年五月十五日左ノ神社ヲ国幣小社ニ列セ
ラルル旨仰出サル

叙任辞令
本府辞令
神社列格並昇格
東京府各種団体長会議
定例理事会
臨時理事会
恤兵金其他臨時理事会決議事項印刷発送
国威宣揚皇軍健勝祈願祭執行
国威宣揚皇軍健勝祈願祭詞
国威宣揚皇軍健勝祈願祭執行ニ関スル件
一府七県神職団体連合会委員会
大麻暦頒布委員会
北支事変恤兵金醵出報告
城東区神職会
板橋区神職会
移転通知
神社刊行物寄贈依頼
奈良県神職会で乙種講習会を開催
第七回雅楽講習会
井形祥雲先生謹篆　教育勅語篆刻印影頒布に就て
聖訓印影懸軸を見て諸名士の感想
建議
北支事変恤兵醵出報告（第二回）
北支事変ニ関スル件衣命通牒

郡区通信

彙報

趣旨

公報・宮廷録事宮廷録事

府令

叙任及辞令

公報

本会記事

本会記事

郡区通信

彙報
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