
号数 年月日 分類 題目 内容 著者 備考
190 昭和12年9月10日 論説 時局に関する感想の一二 耕南

丑学第八三三〇号 「国民精神総動員」運動

北支事変応召者　取扱に関する依命通牒
北支事変ニ関スル軍隊応召者ノ件
今回ノ北支ニ於ケル事変ニ関シ軍隊ニ召集セ
ラレタル者ノ取扱ニ関スル件依命通牒

臨時増俸ニ関スル件
臨時増俸増給実施要領
今次ノ北支事変ノ為メ軍隊ニ召集セラレタル
者ノ俸給支給ニ関スル件

叙任及辞令
本府辞令
神社列格並昇格
神社創立
震災記念堂慰霊祭
定例理事会
府下神職の軍務公用応召者
応召出征
北支事変恤兵金醵出報告
内務省主催第三回神職講習会
世田谷区神職会の戦傷歿者慰霊祭並び皇軍健
捷祈願祭
国威宣揚祈願祭と時局講話 芝区神職会

府下神社に於ける国威宣揚皇軍健勝祈願祭

渋谷区氷川町鎮座氷川神社
品川区西品川三丁目鎮座貴船神社
世田谷区鎮座北澤八幡神社
芝金刀比羅宮の神符寄贈

第三回松陰神社ラヂオ体操修養会報告 松陰神社々務所
松陰神社ラヂオ体操修養会に就て
移転通知
正誤訂正
公報第百八十号（八月号）正誤訂正
久米米試演会
明治神宮献詠歌
神職高等試験公告
寄稿歓迎

191 昭和12年10月10日 告諭 内閣告諭号外
東京府告諭第一号
内閣訓令号外　訓令
事変ニ際シ神職ノ活動並営繕ニ関スル件

国民精神総動員に付庁員に対する内務大臣訓示

学務部長事務打合会に於ける訓示並に指示
馬場内務大臣訓示要旨
叙任及辞令
神社列格並昇格
渋谷区神職会の神拝作法講習会
恤兵金追加分
時局対策懇談会ノ開催
東京府応召神職後援会規約
一府七県神職団体連合会特別委員会
定例理事会
一府七県神職団体連合会実行委員会
本会参与朝賀喜一氏ノ訃
誄詞
本府辞令
大神宮叢書神宮参拝記大成を推薦す 河野省三
明治天皇御製類聚敬神思想普及会謹纂『みくに
のをしへ』
銃後の赤誠と惟神道の宣揚国民的精神総動員の
第一書
寄稿歓迎
葬場祭祭詞案
葬場祭誄詞例文

192 昭和12年11月10日 神嘗祭賢所ノ儀 去月十七日神嘗祭賢所ノ儀ヲ行ハセラル
神嘗祭賢所ノ儀中追加
皇族御参拝
明治節祭

宮内省告示第二十三号
神宮祭主大勲位多嘉王殿下本日午後二時三
十五分京都市上京区東櫻町二十七番地久邇
宮別邸ニ於テ薨去セラル

宮内省告示第二十九号 昭和十三年歌会始御題左ノ通仰出サル

宮内省告示第二十七号
本年明治節宴会ノ儀ハ御都合ニ依リ行ハセラ
レサル旨仰出サル

宮内省告示第二十八号
来十一月三日明治節ニ付参賀ノ儀左ノ通リ仰
出サル

宮内省告示第三十号
本月十五日宮内省告示第二十八号ヲ以テ告
示シタル

東京府令第五十一号
市区町村国民精神総動員実行委員会規程左
之通定ム

東京府国民精神総動員実施要項及説明
東京府告諭第二号
叙任及辞令
本府辞令
神社列格並昇格
神社明細帳脱漏編入
一、昭和十二年度神宮大麻暦頒布式執行
神宮神部署長祝辞
一、一府七県神職団体連合会ニ関スル準備理事
会
一、一府七県神職団体連合会府県委員会
一、一府七県神職団体連合会
慰問の辞
宣言案
決議案
慰問感謝文
内務大臣訓示
東京府神職会総裁式辞
全国神職会長祝辞

東京府令

本会記事

宮内省告示

『東神』

公報

彙報

公報

彙報

公報　宮内録事



皇典講究所長祝辞
神宮大宮司祝辞
一、次年度当連合会当番県埼玉県神職会代表有
賀忠義氏ノ挨拶要旨
当日ノ来賓氏名及各府県出席会員数
一府七県神職団体連合会本府委員配役
其後ノ府下神職軍務公用応召者
歳末年始贈答用品
寄稿歓迎

193号 昭和12年12月10日 公報　宮廷録事 新嘗祭班幣 昨十日官国幣社新嘗祭班幣相済ミタリ

勅令 勅令第六百五十八号
朕戦時大本営条例廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ
公布セシム

軍令 軍令第一号 朕大本営令ヲ制定シ之ガ施行ヲ命ズ
内閣訓令 内閣訓令第四号 国家総動員実施ニ関スル件

叙任及辞令
本府辞令
神社列格並昇格
神社創立
先儒墓所祭
一、史蹟大塚先儒墓所の沿革
一、先儒頒徳歌
一、定例理事会
一、緊急理事会
一、支那事変戦没者慰霊祭並講演会
一、陸軍病院戦傷病者ノ慰問
一、神職出征者家族ノ慰問

彙報 一、神職高等試験の施行
事局資料 支那事変の意義に関する論調

一、東伏見稲荷神社ノ祈願祭ト出征兵慰問
感謝文
事務所変更通知
本会理事齋藤寶義君ノ訃
寄稿歓迎
元三島神社々掌陸軍歩兵中尉　河野通酉君

広告 広告
194 昭和13年1月10日 巻頭 年頭所感 吉田光長

幣帛発遣 本月四日神宮月次祭幣帛発遣相済ミタリ

賢所御神楽
本月十五日賢所御神楽ノ儀ヲ行ハセラル旨仰
出サル

大正天皇祭 本月二十五日大正天皇祭ノ儀ヲ行ハセラル
節折並大祓ノ儀 本月三十一日節折並大祓ノ儀ヲ行ハセラル

歳旦祭 昭和十三年一月一日歳旦祭ノ儀ヲ行ハセラル

元始祭 昭和十三年一月三日元始祭ノ儀ヲ行ハセラル

告示 宮内省告示第三十六号 昭和十三年新年式左ノ通定メラル
閣令 閣令第六号 褒章条例取扱手続中左ノ通改正ス

省令 外務省令第十三号
在満州国及中華民国神社規則中左ノ通改正
ス

通牒 精発第七三号
国民精神総動員実践強調週間実施方ニ関シ
依頼ノ件
市区町村ニ於ケル新年奉祝式次第参考案

叙任及辞令
本府辞令
東京府神職会支那事変臨時費予算
郡区通信
神宮皇學館普通科要覧
昭和十三年度普通科募集要項

195 昭和13年2月10日 公報　宮廷録事 孝明天皇例祭 本月三十日孝明天皇例祭ノ儀ヲ行ハセラル
公文 国民精神総動員第二回強調週間実施要項

叙任及辞令
本府辞令
神社列格
昭和十三年建国祭東京式典
昭和十三年建国祭東京式典次第
備考
国史百首歌留多
ラヂオ全国中継放送
非常時局に際会して益々建国精神の昂揚を期す 香坂昌康
定例理事会
時局懇話会ノ開催
内務省並一府七県神職団体連合会主催ニ係ル
講習会ノ開催
会員帰幽
生徒募集　京都國學院
生徒募集　宮城県神職会
建国祭祝詞

196 昭和13年3月10日 祈年祭 本月十七日祈年祭ノ儀ヲ行ハセラル

仁孝天皇例祭 本月二十一日仁孝天皇例祭ノ儀ヲ行ハセラル

勅使差遣
故神官少宮司慶光院利敬宇治山田市ニ於テ
葬送ニ付一昨二十一日勅使トシテ三重県知
事ヲ其邸ニ差遣サレ幣帛ヲ下賜セラレタリ

叙任及辞令
本府辞令
神社列格
山階宮大妃殿下御喪儀
柩前祭の御儀
斂葬の御儀
神宮祭主梨本宮殿下を迎へ奉りて
故神宮祭主久邇宮殿下を偲び奉る
神宮の御近状に就て
定例理事会
一、殉国英霊ノ帝都凱旋ニ対スル本会ノ奉仕
一、上海戦線ニ於ケル護国英霊ノ凱旋
一、上海方面戦歿社英霊ノ東京駅着凱旋
一、東部防衛司令部ノ通報ニ係ル遺骨迎送ニ関
シ本会ノ通牒

公報

彙報

本会 事

公報　宮廷録事

公報

本会記事

郡区通信

公報　宮廷録事

公報

公報

彙報

本会記事

紹介欄



祭詞
定例理事会
東京府神職共済組合創立委員会ノ開催
一府七県神職講習会講習科目
慰問袋ノ集纏ト各郡区ノ寄贈数
感謝状
慰問袋ヘ添ヘタル本会慰問文
第七十三回帝国議会貴族院ニ於ケル国務大臣ノ
施政方針ニ対スル三室戸子爵ノ質問ト末次内
相、木戸文相ノ答弁
大谷瑩潤氏ノ舌禍
会員帰幽
移転通知
山口國學院生徒募集
小野雅楽会講演会設立趣意書
小野雅楽会講演会々則
広告
庶発第206号　帰休報賽祝詞案

197 昭和13年4月10日 公報　宮廷録事 神武天皇祭 来ル四月三日神武天皇祭ノ儀ヲ行ハセラル
叙任及辞令
本府補命通牒
神社列格並昇格
一、功労及行賞調査委員会ノ開催
一、戦死者遺骨送迎ニ関スル再度本会ノ通牒
一、英霊帝都凱旋ニ対スル奉迎祭事奉仕者
一、敬神奉公会ノ発会式祭典
一、明治維新七十年記念祭
一、第二回慰問袋ノ寄贈
一、戦死英霊迎送ニ関スル懇談会
一、本会評議員故元三島神社々掌陸軍歩兵大尉
正七位河野通酉君ノ区民葬
河野通酉氏ノ戦歴
一、東京府神職会共済組合特別委員会ノ開催
小学校に於ける四大節及其の他の儀式次第並に
其の作法に関する調査
第一　四大節拝賀式次第
第二　四大節拝賀式儀式作法
第三　教育勅語奉読式次第及其ノ儀式作法
第四　教育勅語以外ノ勅語及詔書奉読式
第五　開校記念式次第及其ノ作法
第六　卒業式次第及其作法
第七　東京市自治記念式次第及其ノ作法
勅語奉読其の他に関し青戸先生の案
戦線ヨリノ通信
神社関係者大会
郡区通信
一、世田谷区出身支那事変戦歿者慰霊祭執行
祭詞
移転通知

紹介欄 皇国学院生徒募集
198 昭和13年5月10日 告示 告示 館哲二

写真 第三十五回東京府神職会総裁訓示写真
天長節祭 本月二十九日天長節祭ノ儀ヲ行ハセラル

行幸啓仰出
天皇陛下ハ本月二十六日午前十時　皇后陛
下ハ同午前十時三十五分御出門靖國神社ヘ
行幸行啓アラセラルヘキ旨仰出サレタリ

行幸
天皇陛下ハ一昨日二十六日午前十時御出門
靖國神社ヘ行幸同十時三十二分還幸アラセ
ラレタリ

皇后宮行啓仰出
皇后陛下ハ来ル五月二日午前九時四十五分
御出門靖國神社ヘ行啓アラセラルヘキ旨仰
出サレタリ

勅令 勅令第二百四十一号
朕官国幣社以下神社ノ遷座祭ニ於テ前行及
供奉ノ所役ヲ奉仕スル者ノ服制ニ関スル件ヲ
裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

内務省令第十五号
大正三年三月内務省令第四号官国幣社以下
神社祭式中左ノ通改正ス

本殿遷座仮殿祭地方長官祝詞
本殿遷座本殿祭地方長官祝詞其ノ一
本殿遷座本殿祭宮司祝詞
本殿遷座本殿祭地方長官祝詞其ノ二
仮殿遷座本殿祭地方長官祝詞
仮殿遷座御殿祭地方長官祝詞
仮殿遷座仮殿祭宮司祝詞

内務省訓令第九号
国幣社例祭並ニ本殿遷座祭ニ供進スベキ幣
帛神饌料左ノ通定ム

内務省訓令第十号
遷座祭ニ前行ノ所役ヲ奉仕スル者ノ随員（判
任官ヲ除ク）ノ服制ニ関シテハ幣帛供進使随
員（判任官ヲ除ク）服制ヲ準用ス

陸軍省告示第十四号
満州事変及今回ノ支那事変ニ関シ戦死並戦
傷後死歿シタル左記人名ノ者本年四月靖國
神社ヘ合祀仰出サル

海軍省告示第十一号
支那事変ニ於テ戦死又ハ戦傷後死歿シタル
左記ノ者本年四月靖國神社ニ合祀仰出サル

陸軍省告示第二十六号
靖國神社遥拝大祓及修祓ノ儀中左ノ通改正
ス

海軍省陸軍省告示第二号
昭和十三年四月靖國神社臨時大祭祭式次第
並祝詞左ノ通定ム

内務省告示第二百四十五号

一近江神宮
祭神　天智天皇　一座
右昭和十三年五月一日滋賀県大津市錦織町
南滋賀町ニ社殿創立社格ヲ官幣大社ニ列セ
ラルル旨仰出サル

内務省告示第二百四十六号

一、官幣大社平安神宮　京都府京都市左京
区岡崎町鎮座
昭和十三年五月一日右祭神ニ孝明天皇ヲ加
ヘ祭神桓武天皇孝明天皇二座ト仰出サル

公文 靖國神社臨時大祭ニ際シ遥拝ノ祭儀執行ノ件 東京府神職会々長　吉田光長殿
敬神奉公会々長　水
野錬太郎

告示

訓令

本会記事

雑纂

紹介欄

公報

本会記事

資料

彙報

公報　宮廷録事

省令



叙任及辞令
本府補命通牒
神社昇格
神社明細帳脱漏編入
一、昭和十一年度収入支出決算ノ件
一、総会日時会場決定ノ件
一、理事辞任補欠理事承認ノ件
一、東京府神職会幹部評議員ノ任期繰上ニ関ス
ル件
一、支那事変臨時費収入支出報告ノ件
一、神職養成所復旧ニ関スル件
一、昭和十三年度予算ノ件
一、東京府神職会共済組合設立ニ関スル件
一、第三十五回東京府神職会総会
第三十五回東京府神職会総会議事速記録
行賞功労被表彰者氏名
昭和十二年度事業並ニ会務報告
昭和十二年度神宮大麻頒布状況
昭和十一年度経常費収入支出決算
昭和十一年度事業費特別会計収入支出決算
昭和十一年度基本金収支決算報告
東京府神職会支那事変臨時費収支報告
昭和十三年度経常費収入支出予算
昭和十三年度事業費特別会計収入支出予算
東京府神職共済組合規約
総会出席者氏名
総会係員氏名
一、定例理事会ノ開催
一、東京府神職共済組合設立委員会ノ開催
東京府神職養成所生徒募集ノ件依頼
東京府神職会神職養成所規定
東京府神職会神職養成所学則
事変関係遺骨東京著並ニ通過ノ件通牒
戦歿者遺骨東京著並出発ノ件通牒
戦歿者遺骨東京著ノ件通牒
事変関係遺骨東京著並通過ノ件通牒
戦歿者遺骨東京著並出発ノ件通牒
事変関係遺骨東京著並通過ノ件通牒
事変関係遺骨東京著並通過変更ノ件通牒
一、本会ヨリ慰問袋寄贈ニ対シ戦線勇士ヨリノ礼
状

彙報及雑纂 遥拝ノ順序其ノ他ニ関スル件
東京府神職会神職養成所生徒募集
雑祭式典範

199 昭和13年6月10日 告示 内閣告示第三号

一、関東神宮
祭神　天照大神　明治天皇
右神社ヲ関東州旅順市ニ創立シ社格ヲ官幣
大社ニ列セラルル旨仰出サル

叙任及辞令
本府補命通牒
神社昇格
国民精神総動員貯蓄報国強調週間ニ関スル件
貯蓄組合設置ノ具体的方策 国民貯蓄奨励局
規約例其ノ一
規約例其ノ二
規約例其ノ三
規約例其ノ四
国民貯蓄奨励ノ一般的宣伝方策
国民貯蓄奨励ニ関スル件 東京府国民精神総動員実行部
国民貯蓄に関する説明
家庭実践事項ニ関スル件
家庭報国三綱領家は国の礎
践實十四要目
一、東京府神職共済組合引継委員会ノ開催
一、東京府神職会神職養成所ノ講師嘱託
一、本会神職養成所講師会ノ開催
一、東京府神職会神職養成所始業式
東京府神職会神職養成部生徒氏名
一、定例理事会ノ開催
事変関係遺骨東京着並通過ノ件通牒
戦歿者遺骨東京着並通過ノ件通牒
事変関係遺骨東京著並通過ノ件通牒
事変関係遺骨東京著並通過ノ件通牒
一、本会慰問袋寄贈ニ対スル礼状
一、皇典講究所評議員会ノ開催
一、全国神職会第十三回評議員会ノ開催
一、新嘗祭献穀供御米斎田地鎮祭卜播種式
神社ニ関スル件
神職ニ関スル件
神社行政機構ニ関スル件
神祇教育ニ関スル件
全国神職会ニ関スル件
雑件
一、壮烈護国ノ華ト散リタル濱中義臣君
一、大森区村社八幡神社々掌大村栄助君ノ訃

200 昭和13年7月10日 幣帛発遣 一昨四日神宮月次祭幣帛発遣相済ミタリ

皇太后宮行啓仰出
皇太后陛下ハ本月十三日午前九時三十分大
宮御所御出門靖國神社ヘ行啓アラセラルヘ
キ旨仰出サレタリ

東京府国民精神総動員実施ノ具体的基本要項
東京府勤倹貯蓄報国運動要領
支那事変勃発一周年記念実施要項
叙任及辞令
本府辞令
一、神職の奉務並に活動に関する件
一、近江神宮御創立並官幣大社平安神宮に孝明
天皇奉祀御造営に就て
一、貯蓄報国強調週間ニ関シ六月十九日各郡区
神職会長へ通牒

公文

公報

彙報

公報　宮廷録事

公報

本会記事

事変関係記事

紹介欄

公報

公文

本会記事

事変関係記事

彙報

雑纂



一、国威宣揚皇軍戦勝祈願祭及慰霊祭執行ニ関
シ六月二十二日各郡区神職会長ヘ通牒
一、去ル四月廿二日第三十五回本会総会ニ於ケ
ル行賞被表彰者氏名（承前）
共済組合評議員氏名
一、東京府知事ノ更迭ニ伴フ本会総裁ノ推戴
一、東京府国民精神総動員貯蓄実践運動ニ関ス
ル会合
一、昇格奉告祭ト正遷座祭
一、貯蓄組合ノ結成
城東区神職会規約貯金組合規定
一、定例理事会
一、全国神職会派遣員富岡宣永氏ノ出発
一、大森区神職会々報ノ発行
一、本年六月迄ニ完納セル昭和十三年度本会義
金並会費及支那事変費左ノ如シ
事変関係遺骨東京著並通過ノ件通牒
事変関係遺骨東京著並ニ通過ノ件通牒
事変関係遺骨東京著並ニ通過ノ件通牒
牛込区高田町村社八幡神社々掌 齋藤直成君
元東京府神職会書記江沼神社々掌 熊田文雄君
南多摩郡稲城村郷社青謂神社社司福島信治郎
君逝ク
向島区吾嬬町村社香取神社社掌松原重治郎君ノ
訃
一、深川区神職会の神社参拝法講習会
品川区神職会の傷病勇士慰問
市内神社ヘ奉職ヲ求ム
乙種講習会（神職養成講習会）開催要項
護国ノ華　稲荷神社々掌　陸軍歩兵中佐　濱中義
臣君

略歴・写真附

201 昭和13年8月10日 宮中諸儀式祭典ニ参列ノ諸員服装

明治天皇例祭 本月三十日明治天皇例祭ノ儀ヲ行ハセラル
叙任及辞令
本府辞令
神社昇格
一、防空演習ニ関シ七月二十五日各郡区神職会
長ヘ通牒
例祭日変更ニ関スル件申進
一、濱中義臣君喪ノ凱旋
一、金子一氏戦死ノ通知
一、全国神職会派遣員富岡宣永氏の帰京
一、緊急理事会ノ開催
一、浅草区神職会の美挙
一、下谷区神職会ノ貯金報国
一、浅草区神職会の愛国貯金
一、定例理事会
事変関係遺骨東京著並通過ノ件通牒
事変関係遺骨、患者東京著並通過ノ件通牒
事変関係遺骨東京著並通過ノ件通牒
事変関係遺骨東京著並通過ノ件通牒
事変関係遺骨東京著並通過ノ件
一、共済組合ノ理事会ト評議員会
一、共済組合設立委員会ノ解散
一、東京府神職共済組合創立総会
産土神信仰宣揚会について 矢島眞壽雄
一、嗚呼殉国ノ霊ト化セル金子一君
香取與之翁逝ク

写真
靖国ノ霊穴守稲荷神社々掌　陸軍歩兵伍長　金
子一君

略歴 陸軍歩兵伍長　金子一
202 昭和13年9月20日 調査 本会会員数調（昭和十三年八月二十七日現在）

内務省告示第三百四十七号

支那事変ニ付当分ノ内官幣大社氷川神社、
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ノ例祭
ニ於テ地方長官、内務省高等官、地方官、其
他参列者ノ服装ハ通常服（フロツクコート又ハ
モーニングコート）、陸海軍々人ニ在リテハ軍
装、服制アル者ハ之ニ相当スル服、女子ハ通
常服又ハ袿袴（通常服）トス

東京府告示第六百八号
明治三十九年四月勅令第九十六号ニ依ル神
饌幣帛料ヲ供進スベキ神社ヲ左ノ通リ指定ス

公文 国民貯蓄奨励ニ関スル実績調査ニ関スル件 東京府社寺兵事課長

非常時国民生活様式ニ関スル決定事項

一　国民実践事項
実行促進方法
二　上申事項
第二次決定事項
一　非常時生活様式ニ関スル事項
二　非常時生活用品ニ関スル事項
三　廃物不用品ニ関スル事項
四　国民儀礼章

叙任及辞令
本府辞令
神社昇格 天祖神社

庶発第一一二号
国民貯蓄奨励ニ関シ其実績調査方東京府社
寺兵事課長ヨリ依頼有之左記ノ様式ニヨリ来
八月末日迄ニ御回答相成度

一、本所震災記念堂に於ける打合会
一、震災十五周年慰霊祭 慰霊祭次第
一、東京府神職会養成所ノ授業開始
一、神職応召者
一、宮本茂雄氏ノ戦傷
一、昭和十三年度神宮大麻暦頒布委員氏名左ノ
如シ
一、昭和十三年度本会義金並会費及支那事変費
ノ完納セル分左ノ如シ
一、世田谷区神職会貯金組合ノ結成 世田谷区神職会貯金組合規約
東防第一八六号　事変関係遺骨東京通過ノ件

共済組合報

寄稿

告示

公報

本会記事

英霊奉迎祭事

本会記事

事変関係記事

応召者来信

郡区通信

人事紹介欄

公報　宮廷録事

公報

本会記事



東防衛第一八一号　事変関係遺骨東京著並通過
ノ件
東防第二〇四号　事変関係遺骨東京著並通過ノ
件
東防衛第二〇六号　事変関係遺骨東京並通過ノ
件
東防衛第二〇九号　事変関係遺骨東京並通過ノ
件
一、共済組合員ノ新規申込
一、資金ノ公債買入
一、醵出金ノ払込
一、弔慰金ノ贈呈ト払戻金
一、日本橋区小伝馬町無各社千代田稲荷神社々
掌　千代田増治氏ノ訃
蒲田区六郷町六郷神社々司久能尚宣君逝ク
久能尚宣命告別式祭詞
戦地ヨリ通信
一、帝都ノ風水禍

郡区通信 講演と映画の夕開催　世田谷区神職会
紹介 一、神社中心叢書『神威』ノ発行
広告 広告

203 昭和13年10月10日 公報　宮廷録事 秋季皇霊祭同神殿祭

省令 内務省令第三十三号

昭和十三年九月二十八日同二十九日執行ス
ル国幣中社志波彦神社本殿遷座祭中遷座ノ
儀ノ前ニ行フ国幣中社鹽竈神社ニ奉告ノ儀ノ
祭式及祝詞左ノ通定ム

告示 東京府告示第六百二十号
明治三十九年四月勅令第九十六号ニ依リ神
饌幣帛料ヲ供進スベキ神社ヲ左ノ通指定ス

寅兵発第二〇九号
紀元二千六百年奉祝記念事業ノ整備ニ関ス
ル件

東京府学務部長

寅兵発第二三九号
国威宣揚武運長久傷病軍人平癒祈願祭執行
ニ関スル件

全神発第六〇号 伊勢神宮参拝並遥拝ニ関スル件
叙任及辞令
本府辞令
神社創立 和寒神社
神社昇格並列格
神社明細帳脱漏編入
一、長期戦ニ対応スル銃後々援強化週間ノ実施
ト各神社ノ祈願祭
一、全国神職代表ノ伊勢神宮参拝ト各神社神職ノ
遥拝
一、神宮大麻頒布式ト打合会
一、一府七県神職団体連合会委員会ノ開催
委員会当日出席者
一、江戸川区神職会貯金組合ノ結成
一、関東風水害ニ因ル府下各神社ノ被害状況
一、本年四月以来現在ニ至ル府下神職軍務公用
応召者左ノ如シ
一、東京府神職台帳ノ作成
一、台湾神職会参宮団ノ派遣
一、内務省主催第五回神職講習会ノ開催
第五回神職講習会要項
東防衛第二二五号　事変関係遺骨東京著並通過
ノ件
東防衛第二三九号　事変関係遺骨東京著並通過
ノ件
東防衛第二四五号　事変関係遺骨東京著並通過
ノ件
東防衛第二五〇号　事変関係遺骨東京著並通過
ノ件
東防衛第二七二号　事変関係遺骨東京著並通過
ノ件
一、共済組合醵出金ノ払込ニ付注意
一、慰慰金ノ贈呈
一、共済組合員郡区別一覧表（昭和十三年十月
二日現在）

郡区通信 一、小河内貯水池ト神社合祀奉遷翼賛会ノ設立
204 昭和13年11月10日 神嘗祭賢所ノ儀 本月十七日神嘗祭賢所ノ儀ヲ行ハセラル

行幸仰出
天皇陛下ハ本月十九日午前十時御出門靖國
神社ヘ行幸アラセラルヘキ旨仰出サレタリ

明治節祭 来ル十一月三日明治節祭ノ儀ヲ行ハセラル

行幸
天皇陛下ハ一昨十九日午前十時御出門靖國
神社ヘ行幸同十時三十四分還幸アラセラレタ
リ

省令 陸軍省令第五十号 靖國神社祭式中左ノ通改正ス

陸軍省告示第四十二号
満州事変及今回ノ支那事変ニ関シ戦死並戦
傷後死歿シタル左記人名ノ者本年十月靖國
神社ヘ合祀仰出サル

陸軍省告示第四十三号
満州事変及今回ノ支那事変ニ関シ死歿シタル
左記人名ノ者特別ヲ以テ本年十月靖國神社
ヘ合祀仰出サル

陸軍省海軍省告示第五号
満州事変及今回ノ支那事変ニ関シ死歿シタル
左記人名ノ者特別ヲ以テ本年十月靖國神社
ヘ合祀仰出サル

海軍省告示第二十一号
支那事変ニ於テ戦死又ハ戦傷後死歿シタル
左記ノ者本年十月靖國神社ニ合祀仰出サル

海軍省告示第二十二号
支那事変ニ関スル勤務ニ服シ死歿シタル左
記ノ者特別ヲ以テ本年本月靖國神社ニ合祀
仰出サル

海軍省告示第二十三号
昭和六年乃至九年事変ニ於テ戦傷後死歿シ
タル左記ノ者本年十月靖國神社ニ合祀仰出
サル

海軍省告示第二十四号
昭和六年乃至九年事変ニ関スル勤務ニ服シ
死歿シタル左記ノ者特別ヲ以テ本年十月靖國
神社ニ合祀仰出サル

内閣告示第五号
靖國神社臨時大祭ニ付本月十九日諸官員並
陸海軍軍隊、諸生徒ニ休暇ヲ賜フ旨仰出サル

英霊奉迎祭事

共済組合報

公報　宮廷録事

告示

本会記事

英霊奉迎祭事

共済組合報

会員帰幽

雑纂

公文

公報



陸軍省海軍省告示第六号
昭和十三年十月靖國神社臨時大祭及例大祭
祭式次第並祝詞左ノ通定ム

宮内省告示第二十八号
来十一月三日明治節宴会ノ儀ハ行ハセラレ
サル旨仰出サル

宮内省告示第二十九号
来十一月三日明治節ニ付参賀ノ儀左ノ通仰
出サル

国民精神作興週間実施要項

一、趣旨
二、期間
三、指導要綱
四、実施方法
五、注意事項

東京府国民精神総動
員実行部長　東京府
総務部長　山内逸造

漢口陥落ニ際シテノ国民的諸行事ニ関スル件
一、趣旨
二、実施方法

明治節奉祝実施要綱
一、趣旨
二、実施方法

東京府市ニ於ケル国民精神作興週間行事
叙任及辞令
本府辞令
神社列格並昇格
伏見宮博義王殿下ノ薨去ト御喪儀
故殿下ノ御略歴
庶発第一六九号 漢口陥落戦捷奉告祭ニ関スル件
庶発一七三号 明治節祭祝詞ニ関スル件依命通牒
一、昭和十三年度神宮大麻暦頒布始奉告祭並頒
布式
奉告祭並頒布式次第
挨拶ノ辞
頒布式出席者氏名
一、天照会ノ皇祖祭ト産業祭
一、支那事変関係戦歿将士慰霊祭
戦歿将士慰霊祭詞
一、先儒墓前祭
一、列格奉告祭ト遷座祭
一、定例理事会
東防衛第二七八号　事変関係遺骨東京著並通過
ノ件
東防衛第二九九号　事変関係遺骨東京著並通過
ノ件
東防衛第三〇三号　事変関係遺骨東京著並通過
ノ件
事変関係遺骨並東京著並通過ノ件
東防衛第三一九号　事変関係遺骨東京著並通過
ノ件
東防衛第三二三号　事変関係遺骨東京著並通過
ノ件
野重八補支第四八号　事変死歿者慰霊祭執行ノ
件奉告（通牒）
慰霊祭執行ニ関スル件依頼

共済組合報 一、理事会ノ開催
戦線より
記念講演会
履歴書提出方ニ付御注意

205 昭和13年12月10日 公報　宮廷録事
新嘗祭神嘉殿ノ儀　本月二十三日新嘗祭神嘉殿
ノ儀ヲ行ハセラル

局令 関東局令第八十七号
関東神宮造営事務局及関東神宮造営委員会
規程左ノ通定ム

告示 東京府告示第七百六十号
明治三十九年四月勅令第九十六号ニ依リ神
饌幣帛料ヲ供進スヘキ神社左ノ通指定ス

国精動寅三八六号 学校長会開催ノ件

年末賞与国債支給運動実施要綱
一、趣旨
一、実施方法

経済戦強調週間実施要綱

一、趣旨
二、期間
三、実施要綱
四、実施方法
五、注意事項

（別紙）今回ノ経済戦強調週間ニ際シ特ニ国民ノ
実践ヲ求ムベキ事項参考案（例）
経済戦貯蓄報国強調週間
神職功労者表彰ノ件通知
各神社刊行物寄贈方ニ関スル件御依頼
会発第四二号 支那事変費
東京府神職会支那事変臨時費第一年度収支報
告
東京府神職会支那事変臨時費第二年度収支予
算
叙任及辞令
本府辞令
一、支那事変臨時費決定ノ評議員会
評議員会出席者氏名
一、支那事変臨時費特別寄附金
一、平田神社祭典ト賀茂翁墓前祭
一、稲荷神社ノ遷座祭
一、定例理事会ノ開催
一、一府七県神職団体連合会ノ開催
一府七県神職団体連合会次第
一、神職の青年学校教員兼任方ヲ其ノ筋ヘ建議
ノ件
一、県社以下神社ノ大祭ニ氏子総代及各種団体
代表等ヲ公ニ参列セシメラルヽ様祭式ノ改正方ヲ
其ノ筋ニ建議ノ件
一、府県郷村社境内制限坪数ヲ左ノ通改正増加
セラレンコトヲ其ノ筋ニ建議ノ件
一、現任神職養成機関ノ改善並ニ其ノ拡充ニ関シ
其ノ筋ニ建議スルノ件
一、第二回全国氏子総代大会ノ開催方ヲ全国神
職会ニ対シテ要望スルノ件
一府七県神職団体連合会東京府出席者氏名
一、全国神職会創立四十周年記念式
全国神職会創立四十周年記念式次第

公文

本会通牒文

公報

本会記事
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