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本日の行事予定 (2014 年 3 月 14 日) 

第 2962 回例会 

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～」 

 
先回の記録（例会） 

第 2961 回 ’14年 3 月 7 日（金） 

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祭礼行事」 

ゲ ス ト 青少年交換学生 ジェッシー・ 

ラフランス・ロビノー君 

ビ ジ タ ー 加藤憲治君（あまＲＣ） 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 猪飼充利君 
会 員 総 数 68名    2月 14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  55名    MAKEUP会 員    12名 
本日の出席率 80.88％  訂 正出席 率 96.55％ 
超 過 出 席 鈴木吉男君（尾張中央ＲＣ）、加
藤則之君（地区青少年交換プログラム三者懇談会）、 
伊藤幸蔵君、伊藤哲朗君、鈴木吉男君、宅見康悦
君、高木輝和君、寺島淳一君、幅辰雄君、野々山
勝也君（国際奉仕委員会） 

副会長挨拶 

伊藤哲朗副会長 

「マラソンの魅力」 

明後日(3月 9日)、名古屋シ

ティマラソンのハーフ部門に

出場します。わくわくする気

持ちと共に、21.0975㎞を走り

きれるかの気持ちが入り混じっています。 

昨年、このシティマラソンの 10㎞に出場しまし

た。この時も初めての経験で、不安な気持ちでい

っぱいでした。まわりを見ると、とても自分と同

年齢と思える人がほとんどいません。置いてきぼ

りをされて、一人で一番後ろを走ることになるの

ではと思い、かっこ悪いなあと思いました。 

スタートラインから、速い持ちタイム順に並ん

でいますので、はるか数百ｍ後ろからのスタート

です。スタートラインに着くまで、いい加減疲れ

ます。前の方でスタートしたようで、やっと 15

分後ぐらいにスタートラインにたどり着きました。

いよいよ 10㎞の始まりです。人、人、人がほぼ団

子状態、もみくちゃになってスタートしました。 

古出来町の交差点まで上り道、都通りを過ぎ、

今池、大久手、吹上、御器所の交差点前の昭和区

役所で、家内とお母さんが手を振って応援してい

ました。桜山の交差点を過ぎると、水分補給でき

る博物館、そこで 5.7 ㎞。スポーツドリンクを飲

んで元気が出ると、瑞穂運動場への交差点、7 ㎞

地点で、宇佐美さんの奥様の姿を発見し、手を振

りました。新瑞橋の交差点を左折、8 ㎞地点を過

ぎ弥富通りへ、地獄のような坂道でした。何度か

歩きましたが、お年寄りや子どもさんの応援に、

必死に応えるべく走りました。ゴール前数百ｍは

下り道、約 50人ぐらい抜いてゴールしました。 

このマラソンで、4 つの喜びを知りました。一

つは道の起伏を自分の足裏で感じとれたこと。二

つめは同じ道を走る仲間を感じられたこと。三つ

めは沿道の人たちの声援を感じられたこと、四つ

めは、ボランティアの方々の活躍を感じられたこ

とです。今年はハーフ、どんなドラマが待ってい

るかわかりませんが、楽しく走りたいと思ってい

ます。事務局の佐藤さんが、フル

マラソンに挑戦するので、それも

楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 ハーフの伊藤哲朗君､フルの佐藤和絵

さん、見事にゴール!!（by facebook） 

テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
の
ペ
ン
ダ
ン
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（表） 

（裏） 
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幹事報告 

寺島淳一幹事 

1. 「青少年交換学生」のジェ

ッシー君に出席して頂い

ております。後ほど伊藤哲

朗副会長より3月分のお小

遣いをお渡し頂き、近況報

告をしていただきます。 

2. 3月 8日(土)17：00～、ホテルキャッスルプラ

ザにて、「米山奨学期間終了者歓送会及び指導

者教員への感謝の会」が行われます。山本達彦

米山奨学委員長とマルディス君に出席してい

ただきます。 

3. 3 月 12 日（水）14：00～、津島市総合保健福

祉センターにて「社会福祉協議会」が行われま

す。鈴木吉男会長が出席いたします。 

4. 『ガバナー月信』3月号を回覧しました。その

中に鈴木吉男会長の「識字率向上月間によせ

て」の記事が 2ページから 5 ページまで掲載さ

れていますのでご覧ください。 

5. 本日例会終了後、役員･理事･委員長にて理事会

を開催します。該当の方は出席をお願いします。 

以上です。よろしくお願いします。 

 
ニコボックス報告 第 2961回分 

伊藤誠ニコボックス委員 

加藤憲治君（あまＲＣ）息子

共々お世話になっております。 

鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会長、

寺島淳一幹事 弥富市歴史民

俗資料館学芸員の服部一宏様、

近代海部郡誕生 100年記念事業

では大変お世話になりました。

本日の卓話講師、よろしくお願いします。 

浅井賢次君 ①東ホノルルロ

ータリークラブに出席し、姉妹

クラブ大阪八尾ＲＣの皆さん

にお会いし、親交を深めること

ができました。②１人ハワイに

旅し、2月 25日誕生日には孫夫

婦と合流、ホテルで 85 歳の誕

生祝いをしてくれ、最高の幸せ

を感じました。③今月は結婚 60 周年、ダイヤモン

ド婚を迎えることができました。 

寺島淳一君 次男(末っ子)が第一志望の国立大学

に合格しました。4 月から一人暮らしをするよう

になり、ちょっとさみしく…心配ですが…!! 

矢田潔君 元気で 79 歳の誕生日を迎えることが

できました。神様に感謝しております。 

伊藤哲朗君 ①本日、会長の代行をつとめます。

②茨城県つくば、つくばエキスプレス研究学園駅

前に、キッチン雑貨店をオープンしました。よろ

しくお願いします。 

鈴木吉男君 本日はベトナムへ行っておりますの

で、会長あいさつを伊藤哲朗副会長にお世話をか

けますが、よろしくお願いします。 

住田由純君 3月は司会担当します。よろしく。 

加藤隆朗君 卓話を担当します。 

余郷利彦君 ①浅井賢次さん、ありがとうござい

ました。②バッジを忘れました。③あまロータリ

ークラブの加藤憲治君をお迎えして。 

幅辰雄君 今日が誕生日です。あまりウレシクな

いけど。 

山田勝弘君 56歳になりました。皆さま、お祝い

いただき、ありがとうございます。 

山本達彦君 松崎先生にお世話になりました。 

坂井裕君 松崎先生にお世話になりました。 

高木輝和君 松崎先生にお世話になりました。 

相羽あつ子君 お久し振りです。寒さが戻ってま

いりました。皆さまお体大切に、お健やかにお過

ごしください。 

宇佐美三郎君 無事「御扉祭」終わりました。 

稲川明俊君、浅井彦治君、滝川林一君、水野人志

君 ウィークリーに写真が載りまして。 

片岡鉄君、松崎安孝君、加藤則之君 その他。 

 
卓 話 

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祭礼行事」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【はじめに】 

京都の八坂神社と並び称されてきた津島神社。

同社は、古くは神仏習合のもと、祭神である建速

須佐之男命と同一視された牛頭天王を祀り、疫病

防除の神様として信仰を集め、天王信仰の中心と

して東日本を中心に 3000 もの分霊社を有してい

たといわれる。 

全国には八坂神社や津島神社を始め牛頭天王信

仰の中心的な神社があり、それらを中心としなが

ら御師の布教活動や講組織により天王信仰は広く

全国に展開し、天王祭礼行事は牛頭天王を祀る祭

礼、牛頭天王に同一視される蘇民将来の説話に関

連する祭礼行事など様々な形で伝承されていった。 

【愛知・岐阜・三重の分霊社】 

『昭和 53年 津島神社 全国分霊社調査』によ

ると、東海三県の合計は 576 社（愛知 304 社、岐

阜 254 社、三重 18 社）となる。三重県は、明治

39年の神社合祀令が徹底された県であるため、分
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霊社数が極端に少ないことに注意を要するが、東

海三県において牛頭天王は非常に広く信仰されて

いたことが分かる。 

【海部津島の分霊社】 

『海部郡史稿本』（大正 2 年に誕生した海部郡に

関する史誌。未刊）を分析すると、海部津島地域

における信仰の分布は以下の通りとなる。1）伊勢

信仰 173社（22.7％） 2）秋葉信仰 84社（11.0％） 

3)八幡信仰 65 社（8.5％） 4)天王信仰 57 社  

(7.5％） 5)白山信仰 38社（5.0％） 

自治体ごとの分布は以下の通りとなる。 

1)愛西市 11.8％ 2)弥富市 10.9％ 3)あま市 

7.40％ 4)津島市 7.38％ 5)大治町 4.7％ 6）名

古屋市（戸田村・南陽村）2.9％ 7）蟹江町 2.4％ 

8)飛島村 0.0％ 

【海部津島の天王祭礼行事】 

「尾張津島天王祭」や「須成祭」に代表される華

やかな祭礼以外にも当地域には多数の行事が存在

している。しかしながら、取り巻く環境は刻々と

変化しており、今後行事が存続できるか先行きは

不透明である。そのため、現在判明している行事

について調査、報告することが急務であると考え

られる。 

現在、判明済みの行事を分析すると、当地域の

行事は大きく２つの種類に分けることができる。 

1)神葭の漂着に起因すると考えられる行事（神葭

型） 

2)農耕儀礼と融合したと考えられる行事（農耕儀

礼型） 

神葭型の特徴は行事の期間が短く、2日間から 1

週間程度で終了する。また、尾張津島天王祭の終

了後に行うことや、行事の終了後に仮祠など道具

類を川や池に流すことを重要視

する。例えば、愛西市塩田の「オ

ミヨシサン」は、かつては天王

祭の 1 週間後に木曽川の堤防上

で、現在は 8 月第一土日に公民

館で行われる。午前中に竹やガ

マを用いて仮祠を作り津島神社

の御札を祀る。夕方には提灯を

灯して参詣する。翌日、

仮祠は木曽川へ放流さ

れる。内容に差異はある

ものの、同様の行事が、

愛西市東赤目や内佐屋、

山路など旧立田輪中に

多くみられる。 

農耕儀礼型の特徴は、行事の期間が 100 日間か

ら 62 日間と長く、田植えの終了後から行われる。

神葭型と比較すると、道具類の処分方法を重要視

せず、焼却、放流、焼却後に灰を放流と様々で、

中には不明と答える地域もあった。あま市二ツ寺

の「天王様迎え」は田植え後から 75日間行われる

行事で、平成 25年は 6月 9日から開始された。現

在とは内容が異なるが、かつ

てはムラの境界に注連縄を

張り、ムラの中心にある薬師

堂の前に仮祠を設けて津島

神社の御札を祀り、期間が過

ぎると「天王様送り」と称し

て仮祠を焼却した。同様の行

事は、津島市百町や白浜町、

あま市新居屋、愛西市川北な

ど津島市東部からあま市に比較的多くみられる。 

また、地図上に行事を落としてみたところ、行

事がみられない地域に偏りがあることが判明した。

南部の新田地帯、尾張津島天王祭に関与する市江

や津島五車、過去に神葭刈場だった愛西市二子、

弥富市前ケ須、松名がそれに当たる。今後も調査

を続ける必要があるが、行事が行われていないこ

とも、天王祭礼行事について解明するうえで、重

要な要素であると考えられる。 

【さいごに】 

現在、海部歴史研究会では海部津島の天王祭礼

行事をテーマとし、以下の点にポイントを置いた

調査を行い、将来の研究の礎となる報告書の作成

を目指しています。今後とも、ご指導、ご協力の

ほどよろしくお願い致します。 

 この地域で行われる主要な天王祭礼行事であ

る「尾張津島天王祭」と「須成祭」を取り上げ、

二つの祭礼行事の歴史、祭礼組織、祭礼行事を

対比する。 

 中でも尾張津島天王祭については、津島車の５

車で行われる諸行事を調査し、津島車の全体像

を明らかにする。 

 海部津島地域に継承されている「天王様迎え」、

「オミヨシサン」など天王祭礼行事を概説、こ

れらの分布を明らかにしながら、この地域にお

ける天王祭礼行事の特色とその意義を考える。 

 全国各地で行われる主要な天王祭礼行事や特

徴的な天王祭礼行事を紹介しながら、天王信仰

がそれぞれの土地の風習や信仰と融合し、展開

していったのかを探る。 

 
誕生日祝福（3月） 

加藤隆朗親睦活動委員 

幅  辰雄君（ 7日）    矢田 潔君（14日）  

伊藤 基君（19日）    山田勝弘君（21日）  

寺田晏章君（23日）    水野人志君（28日） 

日比一昭君（30日） 

 

 

 

 

 

 

 

幅辰雄君    矢田潔君    伊藤基君 
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       山田勝弘君   水野人志君 

夫  人 

梶浦興蔵君（5日）    加藤泰一郎君(5日） 

生田達一君（16日）   稲川明俊君（19日） 

日比一昭君（19日）    水野人志君（19日） 

伊藤  基君（21日）    松崎安孝君（25日） 

 

結婚記念日祝福 

幅 辰雄君（3日）   伊藤  誠君（12日） 

伊藤祥文君（12日）    余郷利彦君（15日） 

滝川林一君（20日）    浅井賢次君（26日） 

相羽あつ子君(26日）   伊藤哲朗君（29日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅井賢次君が東ホノルルＲＣで一緒に例会出席

した大阪八尾ＲＣから、バナーが届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【表】    【裏】    

 
青少年交換だより 

3月 10日、カナダの成田浩規君から 2月

のマンスリーレポートが届きました。 

 

健康状態 

元気で過ごしています。 留学後は太ると言われ

ていましたが、まったく実感がなく体重計を使っ

て測ってみても日本にいたころと対して差はなく

少しホッとしました。 最初に体重計に乗ったとき

（カナダはパウンドが基準だとは知らなかったの

で）体重が倍以上に表示されてすごく驚きました。 

 

学校の状況 

後期の時間割にもだんだん慣れてきました。 体

育の授業をとっていて毎日のように最低 1 ㎞走る

のですが、最近は慣れてきてこの授業をとり始め

たころに比べるとかなり早いペースで、かつあま

り疲れもせずに走れるようになってきました。 体

育ではほかにもピクルボール（卓球とテニスの中

間のようなスポーツ）、アーチェリー、カーリン

グ、チュークボール（ハンドボールの派生のスポ

ーツ）など個性的なスポーツも含めたくさんのス

ポーツをしています。 他にはジムの中にウエイト

トレーニングルームがあり、そこでウエイトトレ

ーニングもしています。 外国の人の体型ががっし

りとしているのは遺伝というのも少なからずある

とは思いますが、やはり子供のころからの授業と

して行うウエイトトレーニングによるものが大き

いと感じました。 クラスメイトのほとんどの人は

僕が持ち上げるものよりも重いバーベルを軽々と

持ち上げ、中には倍以上の重さを使う人もいまし

た。 もともと筋肉は少なくやせ形な体型だとは思

っていましたが、体育の授業を通じてそのことが

もっと浮き彫りになり、「いっそのことこの授業

を使って少しはましな体型になって日本に帰って

やる」という奇妙なやる気さえ出てきました。  

2 月に入ってから合唱、合奏の授業では 3 月に

行われるミュージックフェスティバルの準備とし

て新しい曲の練習が始まりました。 ミュージック

フェスティバルとは毎年ウェイバーンで開催され

る（といっても小規模らしいのですが）一つのイ

ベントで、この日のために子供たちが練習をして

きて発表をする場です。 僕も学校のクラスとして

団体で発表をするだけでなく、デュエットとして

も演奏するためエントリーしました。 学校の授業

で練習しているクラリネットの予定で、ペアはト

ランペットを吹きます。 前のレポートに書いたミ

ュージカルはこのミュージックフェスティバルが

終わってから練習がはじまるそうです。 

 

ホストファミリーとの関係 

ファミリーとの関係は良好です。 困ったことが

あるとすれば、1 月の末あたりからずっと家のイ

 僕の誕生日は

来月ですが… 

 結婚何

年かな? 

 

 

 

 

 

 

東ホノルルＲＣ

にいただいた貝

のペンダント 

伊藤哲朗副会長より、

ジェッシー君にお小遣

いをお渡ししました。 

三谷栄一国際奉仕委員長 
3 月の司会は住田

由純会場委員 
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ンターネットの調子が悪く、まったくつなげない

状態が今でも続いていることです。 たまにホスト

マザーの iPhone を借りてテザリングをしてもら

うのですが、ホスト地区からのメールなどのレス

ポンスが遅くなってしまうのでそれが大変です。 

2 週間ほど前から修理の人を呼んでいるのですが、

今日は天候が悪いだとか病気にかかってしまった、

今日は都合が悪くなったなどなんらかの言い訳を

されてうやむやにされ続けています。 さらにすご

くお金もかかるそうです。 日本ではアフターサー

ビスがしっかりしているところが多いので、この

違いには驚きました。 

 

その他の近況 

2/14~2/18 にアルバート州へクロスカントリー

スキーをしにホストファミリーとフィリペと旅行

に行きました。 14 日は金曜日で学校があったの

で放課後すぐに移動を始め、約 5 時間強の間車に

乗って移動し、やっと目的地に着いたかと思うと

まだまだらしくその日は日も暮れていたので事前

に予約してあったホテルに泊まりました。 そこで

大学や仕事の関係で別居暮らしをしているホスト

シスターのナタリー、エレン、ミケーラとナタリ

ーの夫トム、エレンのボーイフレンドのアレック

たちと合流しました。 次の日、朝から昼過ぎにか

けてまた車で移動しました。目的地周辺についた

ころには合計約 1100 ㎞ほどだったらしいです。 

日本では当たり前のように見ることができる山が

カナダではこんなに大変だなんて日本にいたころ

は想像もしませんでした。 着いてからみんなでハ

イキングに行きました。 8 ㎞ほど歩き、車に揺ら

れ硬直した体をほぐしました。 歩きながら滝を見

ることができたのですが、その表面のほとんどが

凍っていてなんだか神秘的でした。 夕方にはホテ

ルに到着しました。 ホテルというよりは家の中に

家がたくさんあり、その一つを借りるみたいな感

じでちょっとかっこよかったです。16 日、旅行の

主目的であるクロスカントリースキーをしました。

いざ始めてみると想像していたのと違い進むのに

苦労しました。 ダウンヒルスキー（傾斜を降りる

スキー）とは全く別のスポーツのようでした。 最

初は少し進むだけで息が切れてしまうほど大変で

したが、慣れてくると少しスケートのように歩け

るようにもなり楽しかったです。17 日はグループ

に分かれて街並みを散策しました。 いろんなお店

があり、中には日本人が経営しているお店があり

ました。 その日の夜にみんなでレストランへ行き、

僕はバイソンの肉のハンバーガーを食べました。 

牛肉に近い食感で、味はこってりしていてお昼の

散策で疲れていたこともあってかすごくおいしく

感じました。 次の日は朝から夜までかけて家に帰

りました。 途中ウェイバーンの近くでオーロラが

見えました。 オーロラはもともとカナダに来る前

に見たかったものの一つだったのでうれしかった

です。 

 
地区国際奉仕委員会 

鈴木吉男地区国際奉仕副委員長 

 3 月 4 日～10 日まで、田中正規ガバナー始め地

区国際奉仕委員会のメンバー6 人がベトナムへ奉

仕活動に行きました。ドンホイの老人施設に米を

寄付し、ティエンホア幼稚園の 2 つ目の校舎引き

渡し式を行いました。ティエンホア市長から地区

と地区国際奉仕委員会に感謝状をいただいたり、

絵画をいただいたり、大変歓迎されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 

1 回目の校舎

引き渡しの時

の銘板 

                ↑ 

津島ＲＣのバナーも掛けられています。 

教室の様子。毎

年洪水になる

ので、浸水しな

いよう煉瓦の

上に建てられ

ています。 

↓元気いっぱいの園児達 

米を寄贈した

老人施設。ベ

トナム人は米

をたくさん食

べます。 
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次回例会 
第 2963回 ’14年 3月 28日（金） 

卓話担当：鶴見治貞君 

講  師：ラジオパーソナリティー 

長谷川ぱんだ氏 

演  題：「食後の音楽のひととき」   

お知らせ 

■休会 

3月 21日（金）春分の日 

 

■台北滬尾ＲＣ歓迎会 

  と き：3月 25日（火）19：00～ 

  ところ：木曽路 名駅 IMAIビル店 

 

■Ｒ情報・会員増強合同委員会 

  と き：3月 28日（金）18：30～ 

  ところ：お座敷中華料理 芳蘭亭 

 

■次年度役員・理事・委員長会議 

  と き：4月 1日（火）18：00～ 

  ところ：みやこ 

     

 
米山奨学委員会 

山本達彦米山奨学委員長 

 3月 8日(土)、ホテルキャッスルプラザにて「米

山奨学期間終了者歓送会および指導教員への感謝

の会」が開かれ、委員長（兼カウンセラー）とマ

ルディス君が出席しました。マルディス君は 4 月

から名古屋大学の大学院へ進学し、今後の研究、

活躍に期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3 月 13 日(木)ゴルフ会の予定は、

冷雨のため中止になりました。 

4 月は 24 日(木)、5 月はあまＲＣとの合同で 5

月 14日(水)に開催します。合同ゴルフ会の申込〆

切は 4月 11日です。たくさんの皆さんの参加をお

待ちしております。 

 
国際ロータリー・ニュース（2月 20日） 

 

障害のある子どもたちのための 

音楽学校 

 

 

ポーランドのル

ブリンには、ロー

タリー会員が設立

した障害をもつ子

どもたちのための

音楽学校がありま

す。「ポール・ハ

リス記念ルブリン

音楽学校」と名付

けられたこの学校は、ポール・ハリスを記念して

建てられ、ダウン症、自閉症、視覚障害がある子

どもたち約 20人が通っています。 

Lublin-Centrum-Maria Curie-Sklodowska ロー

タリークラブは、この学校の設立にあたり、ロー

タリー財団のマッチング・グラントと、地元の音

楽協会からの支援を受けました。 

先天性視覚障害があるマテウス君の両親、マリ

ウス・カニアさんと妻のヨアナさんは、マテウス

君が活発に活動できるきっかけを探していました。

音楽での才能があると分かり、マテウス君のため

に音楽教師を探していたとき、このポール・ハリ

ス音楽学校に出会ったと言います。 

「このような学校があれば、マテウスのような子

どもたちは、これまでと違った視点で世界をとら

え、新しい人たちと出会うことができるでしょう」

とマテウス君のお父さん。「この学校がなかった

ら、障害のある子どもたちが音楽の才能を伸ばす

チャンスはなかったでしょう」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


