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本日の行事予定 (2014 年 3 月 7 日) 

第 2961 回例会 

卓話担当：加藤隆朗君 

講  師：弥富市歴史民俗資料館学芸員 

               服部一宏氏 

演  題：「海部津島の牛頭天王の祭礼行事」 

 
先回の記録（例会） 

第 2960 回 ’14 年 2 月 28 日（金） 

卓話担当：稲川明俊君 

講  師：津島市立図書館副館長 

園田俊介氏 

演  題：「津島市の誕生  

       ～戦後の津島の記録写真～」 

ストレッチ体操 吉田康裕君 
ロータリーソング 「それでこそロータリー」 
ソングリーダー 飯村 理君 
会 員 総 数 68名    2月 7日例会分訂正 
出席免除会員 22名    欠 席 会 員    23名 
本日出席会員  50名    MAKEUP会 員    16名 
本日の出席率 73.53％  訂 正出席 率 95.31％ 
超 過 出 席 岡本康義君（名古屋空港ＲＣ）、
幅辰雄君、三谷栄一君、鈴木吉男君、伊藤哲朗君、
加藤則之君、寺島淳一君、安江正博君（尤銘煌君
歓迎会）、鈴木吉男君、伊藤哲朗君、寺島淳一君、
安江正博君、前田昭生君、浅井賢次君、三谷栄一
君、八谷潤一君、加藤則之君、服部貴君、余郷利
彦君（第 10回役員理事委員長会議） 

会長挨拶 

鈴木吉男会長 

今月は世界理解月間と

いうことで、地区国際奉仕

委員会に約 45ＲＣから卓

話の依頼があったので割

り振りをしました。私は 2

月に 4 か所のＲＣへ卓話にいってきました。来月

は識字率向上月間で 2 回、4 月に 1 回と、合計 8

回卓話をします。 

今月最初に行ったのは名古屋東ＲＣで千田毅パ

ストガバナーがおられるクラブ、2 回目は次年度

ガバナーがおられる名古屋瑞穂ＲＣ、次は尾張中

央ＲＣ、岡崎南ＲＣ、昨日は浅井彦治さんの出身

地・西尾一色ＲＣでした。西尾一色ＲＣでは食事

に鰻を出してもらえませんでしたが、帰りのお土

産に鰻の白焼きをいただきました。それぞれクラ

ブのカラーがあり、ぜんぜん違うやり方をしてい

ました。ニコボックスは一口 1,000円、2,000円、

3,000 円とやり方が違って、食事も例会の前だっ

たり、途中で食べたりしてました。瑞穂ＲＣの例

会場はヒルトンで、2 週間ほど前まで食事はまず

かったんですが、文句を言ったら美味しくなった

そうです。毎年約 8 か所ぐらいのロータリーで卓

話をしてきて、愛知県中の 2/3 はロータリーをま

わったかなと思います。 

 西尾一色ＲＣへ行ったときは、吉良が近いので

「四十七士」の話をしようかと思いましたが、そ

の機会がなかったので、今日津島ＲＣで彦治さん

が目の前にいるもんですからお話しさせていただ

きます。 

「四十七士」は歌舞伎などで知られていますが、

本当は徳川と浅野家に仕組まれた話なんですね。

両国の吉良家はお堀の中に屋敷があったんですが、

お堀の外にあったから討ち入りができたという話

があります。赤穂浪士の墓は品川区の泉岳寺にあ

ります。泉岳寺は徳川家康によってできたお寺で、

赤穂浪士は大騒ぎになった事件を起こしながらも、

なぜそこに赤穂浪士の墓があるのか疑問がわいて

きます。品川宿は江戸から出るところに大きな門

があったらしいのですが、赤穂浪士（事件）の少

し前に位置がずらされているんです。というのは

江戸を離れるときに必ず品川宿で一泊するんです

が、時間があるので泉岳寺に寄るんです。 

吉良町は、町の真中を流れる矢作川があって、

その堆積物で土地がどんどん増え、塩を作ること

ができて、大変豊かだったそうです。その隣の領

地は松平家のもので、1600年の関ヶ原の戦いで川

を利用して、吉良家の領地から松平家の領地へ移

動して、どんどん土地を増やしていったというこ
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とです。 

いろんなことを考えると、徳川家康は征夷大将

軍をとるために吉良家を優遇してたんですが、家

康は征夷大将軍になってすぐに次代へ譲ってしま

います。譲ることによって徳川家の世襲をするよ

うにしてうまくいったので、吉良上野介の役割が

なくなったと言われています。討ち入りの後、吉

良家の末裔は抹消されています。四十七士の 16

名は復活しています。 

 
幹事報告 

寺島淳一幹事 

1. 先日の「西尾張分区ＩＭ」

には多くの会員の皆様に

出席頂き、ありがとうご

ざいました。また、当ク

ラブ入会 3 年未満の会員

を代表して発表していただきました吉田康裕

君、お疲れ様でした。 

2. 3 月 3 日(月)午後 3：00～、名鉄グランドホテ

ルで「地区第 2回次年度広報委員長会議」が開

催されます。八谷潤一次年度クラブ広報委員長

に出席していただきます。 

3. 3 月 4 日 (火)～3 月 10 日(木)まで、地区国際

奉仕副委員長を兼務されてみえます、鈴木吉男

会長が地区ＷＣＳ活動でベトナム・ティエンホ

ア幼稚園引渡し式に参加されます。 

4. 3月のロータリーレートは 1ドル＝102円です。 

5. 『ロータリーの友』3 月号をお配りしました。 

6. 地区より新会員推薦バッジが４名の会員の方

に届いております。後ほど鈴木吉男会長よりお

渡ししていただきます。  

以上です。よろしくお願いします。 

 
ニコボックス報告 第 2960回分 

水野人志ニコボックス委員 

鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会

長、寺島淳一幹事 ①卓話講

師に津島市立図書館副館長

の園田俊介様をお迎えして。

②ソチ五輪出場の日本代表

選手の皆さん、夢と感動をありがとう。 

住田正幸君 ①無事、国府宮神社大鏡餅奉納が終

了いたしました。皆様にはいろいろお世話になり、

感謝いたしております。特に伊藤彰浩さん、余郷

さん、高木さん、矢田さん、寺田さん、服部さん、

佐藤敬治さんには心よりお礼申し上げます。あり

がとうございました。②先日の例会卓話を、篠田

廣君にお願いしました。ありがとうございました。 

伊藤彰浩君 お世話になります。ありがとうござ

います。①チョコレートありがとうございました。

②2/14 バレンタインデーに次男の友之介(とものす

け)が生まれました。ありがとうございます。 

稲川明俊君 本日卓話を担当いたします。 

伊藤基君、伊藤祥文君 園田津島市立図書館副館

長をお迎えして。 

矢田潔君 久しぶりにゴルフ 2 月例会で優勝いた

しました。まだまだ若い人達には負けません。 

伊藤哲朗君 ①滝川さんにお世話になります。②

近鉄百貨店大阪阿倍野本店にキッチン雑貨店をオ

ープンしました。 

滝川林一君 副会長の代理をつとめます。 

宇佐美三郎君 今日、崇敬会です。 

高木輝和君 松崎先生にお世話になりました。 

篠田廣君 アリゾナでゴルフを楽しんできました。

無事帰ってまいりました。 

水野憲雄君 吉田君、頑張っていましたネ。お疲

れ様でした。 

日比一昭君 いつも大変お世話になります。 

余郷利彦君、伊藤祥文君 あすは開扉祭（おみと）

です。皆さんお出かけください。(盛会を祈念して) 

佐藤雅彦君 毎日が幸せです。 

寺島淳一君、服部貴君、高木輝和君、古川弘一君、

吉田康裕君、安江正博君、住田由純君、生田達一

君、山田勝弘君、児玉昭君、小林啓子君、宅見康

悦君、伊藤幸蔵君、幅辰雄君、水野人志君 ウィ

ークリーに写真が載りまして。 

浅井彦治君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：稲川明俊君 

講  師：津島市立図書館副館長 

園田俊介氏 

演  題：「津島市の誕生  

      ～戦後の津島の記録写真～」 

 

 

 

 

 

園田俊介氏は昭

和 12(1927)年に発

行された旧津島町

の「皇軍祝勝記念双

六」を春日井市の古

本市で発見、1月 29

日付中日新聞尾張

版に掲載

されまし

た。実物

大のカラ

ー印刷版

を例会場

に展示し

ました。 
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【はじめに】 

古写真は歴史研究や

街並み保存に有用であ

るばかりでなく、地元の

文化や魅力の再発見に

つながる重要な郷土史

料である。津島市立図書

館では、第 1 輯（戦前

編）・第 2輯（学校編）

に続く『歴史写真集津

島』第 3輯（戦後・水害

編）を 2013年 12月に発

行した。本書では昭和 20 年(1945)から昭和 50 年

(1976)頃までの出来事や街並み変化について、で

きるだけ当時の状況を視覚的に復元でき、かつ郷

土史料としても耐えうる写真を選んでいる。ここ

では、掲載した約 500 点の写真から代表的なもの

を紹介したい。 

 

【内容紹介】 

昭和 20～50 年の津島の写真は膨大な数にのぼ

った。本書ではこれらを大きく 6部に分類。 

1. 津島市の発展とその時代……津島市政上の特

記すべき事象とその時代背景 

2. 津島の風景 名所・建物編……名所や建物に

ついて、その変遷と行事の記録写真 

3. 津島の風景 街並み編……街並み風景につい

て、その変遷と行事の記録写真 

4. 伊勢湾台風……伊勢湾台風の被害と復興 

5. 36年 6月梅雨前線豪雨……36年 6月豪雨の被

害と復興 

6. 津島の著名人……津島を代表する著名人の記

録写真 

 

【特徴】 

津島の歴史を掘り起こすため、各方面から写

真・資料を探し、解説にトピックも盛り込んだ。

また、伊勢湾台風・36年集中豪雨については町内

ごとに被害写真と解説を掲載した。以下に一部を

紹介する。 

・6頁 津島町長の天皇拝謁(昭和 21年) 

・7頁「日本一の土俵」天王川相撲場(昭和 25年) 

・8頁 第 5回国体(相撲大会)の開催(昭和 25年) 

 

 

 

 

 

・11頁 ガチャ万景気(昭和初期～40年代) 

・14頁「付かない」時代の喫茶店(昭和 30年頃) 

・18頁 神守村の合併祝賀行事(昭和 30年) 

・27頁 鹿伏兎の屎尿(しにょう)運搬船(昭和 51年) 

・37頁 明治神宮からの菖蒲植栽(昭和 44年) 

・38頁 日本最大のフロート式大噴水(昭和 51年) 

・42頁 津島神社の神輿(昭和 53年) 

・43頁 天王川オートレース(昭和 25～42年) 

 

 

 

 

 

・49頁 名鉄初の津島駅自動改札機(昭和 44年) 

・52頁 カダヤシの放流(昭和 54年) 

・52頁 ミス津島コンテスト(平成元年) 

・67頁 天王通り電飾アーチ(昭和 27年) 

・70頁 市内初の信号機設置(昭和 37年) 

・76頁 本町の津島銀座街(昭和 30年頃) 

・85頁 今市場通りの拡幅(昭和 37年頃) 
 

・88-144頁 伊勢湾台風（昭和 34年） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・145-159頁 集中豪雨（昭和 36年） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

津島神社南門 
慶長 3 年(1598)年建
立以来修築を重ねな
がら風雪に耐えたが、
秒速 40ｍを超える暴
風で倒壊した。 

飯田毛織工場 

柳原町2丁目にあり、

操業再開までに多く

の時間を費やした。 

愛宕町県営住宅 
停電から早く復旧し、夜は
水上の不夜城のように輝
いていたが、残留した住民
は20％程度で、11月中旬
まで避難所生活を送った。 

「水難の碑」 
全国のＲＣから津島
RC へ多額の寄付金
や物品が寄託され、
海部地域 3か所に岸
伸介首相筆の碑が設
置された。 

津島神社 南参道 
       

天王通りの入り口に
歓迎アーチを建て、通
り沿いには提灯やの
ぼり旗を立て、大会を
盛り上げた。 

昭和 30 年のレース 
天王川公園東側に大会本
部席が設営され、その左側
に長い桟敷席が造られ、10
万人以上の観衆を集めた。 

津島 RC 消毒機寄贈 



     

 

- 4 - 

第 2961 回例会                                                               

次回例会 
第 2962回 ’14年 3月 14日（金） 

卓話担当：宅見康悦君 

講  師：天王文化塾頭 黒田剛司氏 

演  題：「山車祭と津島社会 

～古参(保守勢力)と 

新参(新興勢力)の対立～」
  

休会のお知らせ 

■3月 21日（金）春分の日 

     

 
会員増強委員会報告 

山田勝弘会員増強委員長 

 地区会員増強委員会より

新入会員紹介者の 4 名にス

ポンサーバッジが贈られま

した。杦田勝彦君を紹介し

た浅井彦治君と野々山勝也君、佐藤雅彦君の紹

介者の鈴木吉男君と寺島淳一君、飯村理君の紹

介者の寺島淳一君と野々山勝也君です。 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
米山奨学委員会報告 

【2014年 2月提出奨学生レポートより】 

マルディアンシャ・マルディス 

 ロータリー奨学生になって、もう 1 年たちまし

た。この 1 年間で日本文化だけではなく、勉強の

方でも大分集中できました。その結果、去年の 8

月の大学院入試の試験に合格することができまし

た。また、去年の 11月に静岡大学で行われた中部

化学関係学協会支部連合秋季大会で発表できまし

た。研究のほうも力を入れましたので、卒業論文

も無事に終わりました。その結果、3月に ISPlasma

の国際学会および科学工学学会にも発表すること

になりました。 

年末年始に神社へ津島ロータリーの皆様と一緒

に行って、礼拝を見ました。また、カウンセラー

の家で食事をしたり、カラオケをした。私にとっ

て、初めての経験でした。普段は年末年始には何

もやってませんでした。 

 卓話はこの 1 年間で 2 回やりました。卓話の準

備をしたときも、大分緊張していて卓話の内容も

しっかり勉強できました。卓話の内容はインドネ

シアについてですが、その時自分にもやはり母国

に関してはまだまだ分からないことが多いです。

さらに、現在のインドネシアの問題点を説明し、

自分自身もなんとか解決したいと思いました。 

 
国際ロータリー・ニュース（2月 4日） 

 

米政府、2 億 500 万ドルを 

ポリオ撲滅活動に 

 

 

オバマ米国大統領は 1 月、ポリオ撲滅活動を支

援するための 2 億 500 万ドルを含む予算案を承認

しました。この資金は、米国疾病対策センター

（CDC）と米国国際開発庁を通じて撲滅活動に充て

られます。米国政府は、1980 年半ばから計 23 億

ドルを超える資金をポリオ撲滅活動に投入してお

り、世界最大の支援国となっています。支援開始

当時、ポリオは 125カ国で猛威をふるい、年に 35

万人がポリオに感染していましたが、今日、野生

ポリオウイルスが常在する国は、パキスタン、ア

フガニスタン、ナイジェリアの 3 カ国を残すのみ

となっています。これら 3カ国における 2013年の

感染数は 157 件であり、過去最少数となっていま

す。また、インドではポリオ無発生期間が 3 年間

を経過し、インドから東南アジアにかけての地域

が「ポリオフリー」（ポリオがない地域）として

認定されることになります。 

「ポリオ撲滅活動は、医療保健の分野における大

きな遺産。そこで得られた経験と知識は、すでに

世界の公衆衛生に幅広く応用されている」と話す

のは、米国でポリオ撲滅活動のタスクフォースを

率いるジェームス・レイシー元国際ロータリー会

長です。このロータリーのタスクフォースは、ポ

リオ撲滅の重要性と、世界ポリオ撲滅推進計画

（GPEI）への支援を米国政府や各団体に呼びかけ

る上で、中心的な役割を担っています。 

GPEIでのロータリーの役割の一つに、アドボカシ

ー（政府への支援の呼びかけ）が含まれます。こ

れまで自らが 12 億ドル以上をポリオ撲滅に投入

しただけでなく、1988 年の GPEI 発足以来、ドナ

ー国から 90 億ドル以上の資金援助を確保する上

でも貢献しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これです 

出席報告の日比 

一昭親睦活動委員 

幅辰雄国際奉仕

副委員長 

副会長代理の 

滝川林一君 

 3 月 25日に台北

滬尾ＲＣ歓迎会

を開催します。 

 


