本日の行事予定 (2014 年 3 月 28 日)
第 2963 回例会
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」

先回の記録（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～」
ゲ
ス ト 2013 学年度米山奨学生
マルディアンシャ・マルディス君
ストレッチ体操 水野人志君
ロータリーソング 「奉仕の理想」
ソングリーダー 田中正明君
会 員 総 数 68 名
2 月 22 日例会分訂正
出席免除会員 22 名
欠 席 会 員
0名
本日出席会員 54 名
MAKEUP 会 員
0名
本日の出席率 79.41％
訂 正 出 席 率 100％
超 過 出 席 鈴木吉男君（岡崎南ＲＣ、西尾一
色ＲＣ）、佐藤敬治君（名古屋みなとＲＣ）、滝
川林一君（リスボン国際大会ガバナーナイトの集
い）、岡本康義君（名古屋守山ＲＣ）
会長挨拶
鈴木吉男会長
先週の例会は休ませてい
ただいて、地区ＷＣＳ活動で
ベトナムへ行ってきました。
ドンホイという誘導灯もな
い小さな飛行場は着陸する
のが大変です。たまたまガスが漂ってまして、飛
行場に近づいたら急上昇しました。その時は何も
怖くなくて、40 分くらい旋回して飛行場に到着し
ました。あとから機内放送で着陸態勢についた時、
実は海の上でしたと聞いたときは、びっくりしま

した。それから 4 日後に、マレーシア航空が行方
不明になってまだ見つかっておりません。それを
聞いて怖くなって、びっくりしました。
帰る予定の日、ホーチミンから飛行機が来ない
と、その飛行機に乗って帰れないというのに、飛
行機自体がキャンセルになったと聞きました。田
中ガバナーは次の日にどうしても半田ＲＣの周年
記念に出席するのでなんとかしなければいけない
ということで、200 ㎞くらい離れたツエという飛
行場へ行こうということで、なんとか（チケット
が）とれましたので、タクシー2 台で 3 時間半か 4
時間ぐらい飛ばしました。田中ガバナーは「どう
しても飛行機が飛ばなきゃ、周年記念を休めばい
いから大丈夫」と言いました…。
今日の Weekly に写真を載せさせていただいた
ように、ティエンホア幼稚園を寄贈いたしました。
前回、高木ガバナー補佐も一緒に寄贈させていた
だきましたが、いつも洪水が来るので木造ではど
うしようもないということで、二つ目を作らせて
いただきました。前回副市長さんだった人が 3 年
後には市長になっていました。かなりやり手の市
長さんで改革を進めたそうです。貧しい老人クラ
ブの皆さん 70 名ぐらいの方々に、米を 20 ㎏ずつ
お渡ししました。だいたい 10 万円ぐらいです。そ
れが老人の方たちの 1 か月の食糧だということで
す。これは米山奨学生で日本へ来ていたタンさん
に世話をやいていただいて、彼の生まれ故郷の地
域を応援したという事業で 3 年間続きました。
今回の幼稚園は教室が 2 部屋、職員室、トイレ
等を作って 4 万ドルでした。今回は田中ガバナー
と地区への感謝状をいただきました。来月号のガ
バナー月信に掲載されると思います。高木ガバナ
ー補佐と一緒に前回訪問した時の津島ＲＣのバナ
ーが、事前に連絡があったわけではないんですが、
ちゃんとかけられていましたから、ロータリーに
対してとても感謝しているのではないかと思って
おります。
ガバナーが帰国した後、ダラットの方へゴルフ
をやりに行きましたが、私はゴルフをやらないの
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で、待合室にいたら、ダラット大学の日本人の日
本語の先生がたまたまそこにいらっしゃって、韓
国について話をしました。韓国は国を挙げて(ベト
ナムに)学校を作ってちゃんと時間通りに授業が
やれる、日本の場合は仮教室なので思ったような
カリキュラムが組めないと言っていました。韓国
のテレビのチャンネンルは 2 つか 3 つありますが、
日本語放送はひとつもないんです。韓国は番組を
流すと国から補助が出るのだそうです。日本はそ
ういった戦略的な面がまだまだないのかなと思い
ました。
今日の中日新聞と中部経済新聞に、尾張津島天
王祭がユネスコの無形文化遺産の候補になったと
いう記事が出ていて、今日の卓話講師の黒田さん
によれば、何とか通るのじゃないかと聞きました。
愛知県ではまだ犬山、半田などの遺産があります
が、町を挙げての協力がないと祭の盛り上げがで
きないだろうと思います。津島には町衆が一緒に
なって盛り上げるシステムがきちんととれてない
ような気がします。今日は黒田さんに、津島の現
状、今までのわだかまりなどをお話しいただける
かと思います。

幹事報告

2.

3.

4.

5.

6.

寺島淳一幹事
1. 米山奨学生マルディス君
に出席いただきました。後
ほど鈴木吉男会長より、奨
学金をお渡しいただきま
す。マルディス君が当クラ
ブの例会に出席されるのは本日が最後となり
ます。後日、送別会が行われる予定ですが、都
合が悪く出席できないメンバーの方もみえる
と思いますので後ほど、近況報告も含め、お別
れの挨拶をしていただきます。
3 月 15 日(土)AM10：00～、ウエスティンナゴヤ
キャッスルにて第 2760 地区 2014―15 年度会長
エレクト研修セミナー(PETS)が開催されます。
安江正博会長エレクトに出席していただきます。
3 月 15 日(土)PM6：00～、青少年交換学生ジェ
ッシー君のホストファミリーの成田さんと藤
井さんを囲んで、引き継ぎ懇談会が「みやこ」
で開催されます。
3 月 20 日(木)～22 日(土)まで、白馬ＲＣ主催
第 27 回 4 地区合同「交換学生スキーの集い」
に鈴木吉男会長とジェッシー君が参加します。
3 月 22 日(土)PM1：00～、「愛知県美浜少年自
然の家」にて「第 2 回地区内クラブ青少年奉仕
委員長会議」が開催されます。加藤則之新世代
委員長に出席していただきます。
3 月 25 日(火) ～ 29 日(土)まで、姉妹クラブ
台北滬尾ＲＣの約 24 名の方が来日されます。
3 月 25 日(火) PM3：40、セントレアに到着し、
3 月 26 日(水)から伊豆・神奈川方面へ観光に

行かれ、3 月 29 日(土)セントレア PM5：05 発、
台湾桃園空港行で帰国されます。お出迎え、お
見送りのできるメンバーの方がございました
ら三谷国際奉仕委員長までご連絡お願いしま
す。また、来日されました 3 月 25 日(火)に「台
北滬尾ＲＣ歓迎会」を PM7：00～「木曾路名駅
IMAI ビル店」にて開催します。
7. 次週 3 月 21 日(金)は春分の日(祭日)で休会と
なります。次回例会は 3 月 28 日(金)となりま
すのでお間違えないようお願いします。
以上です。よろしくお願いします。

ニコボックス報告 第 2962 回分
堀田力男ニコボックス副委員長
黒田剛司氏（天王文化塾頭） 卓
話講師黒田様からお車代をニコ
ＢＯＸに頂きました。ありがと
うございます。
鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会長、
寺島淳一幹事 ①卓話講師に天
王文化塾頭の黒田剛司様をお迎えして! ②マルデ
ィス君、卒業と大学院進学おめでとう。津島ＲＣ
がお世話をするのも今日が最後ですが、この先も
頑張ってください。
浅井賢次君 ①孫が津島へ引っ越してきました。
②八尾ロータリークラブからバナーをいただきま
した。③オーストラリアからメールが届き、ノー
スサウスポート・ロータリークラブのマーゴのお
父さんが 9～10 月に来ると言ってきました。楽し
みです。
鈴木吉男君 本当に、本当に、本当に、無事にベ
トナムの地区ＷＣＳ活動から帰国しました。
伊藤哲朗君 ①名古屋シティマラソン無事完走し
ました。②事務局の佐藤さん、ウィメンズマラソ
ン完走おめでとうございます。タイムもすばらし
い記録です!!
田中正明君、余郷利彦君、生田達一君、八谷潤一
君、伊藤祥文君、服部貴君、加藤則之君 卓話講
師の天王文化塾頭・黒田さんをお迎えして。
伊藤幸蔵君、佐藤雅彦君、余郷利彦君、野々山勝
也君、小林啓子君 佐藤さん、フルマラソン完走
バンザイ！
佐藤和絵さん（事務局）フルマラソン完走できま
した。応援ありがとうございます。
横井知代君 クローバーＴＶでオンエア中の『ち
びっこらんらん』ご覧ください。日曜日の総集編
をぜひご覧ください。私が出演します（←堀田力男
君の書き込み）。生田副会長様いつもお世話になり
ます!!
高木輝和君 松崎先生に 3 週連続お世話になりま
した。
山本達彦君 マルディス君、卒業おめでとうござ
います。ひき続き大学院での生活が充実したもの
になりますように!
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寺島淳一君、水野憲雄君 会長、ベトナムよりよ
く御無事で帰国されましたネ!!
佐藤敬治君 伊藤祥文さんにお世話になりました。
伊藤祥文君 尾張津島天王祭の車楽船(だんじり）行
事がユネスコの無形文化遺産の候補になりました。
中野義光君 新聞に記事がのりまして。
相羽あつ子君 Ｍr.Ｘさん、ホワイトデーのブレ
ゼントありがとうございます。
加藤隆朗君、幅辰雄君、矢田潔君、伊藤基君、水
野人志君、三谷栄一君、住田由純君 ウィークリ
ーに写真が載りまして。
山田勝弘君、片岡鉄君、根崎健一君、小林啓子君
その他。

卓 話
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～」

２、地方の伸長
文政年間において、津島村の全戸数 1432 に対
して高持の家は 725 戸であり、約 50％を占めてい
ます。工商に従事する無高、すなわち借地・借家
住まいの者も約 50％いたことが分かります。
町屋敷を持たない借家人などは、町のさまざま
な行事に参加する権利を持っていませんでした。
また、高持であっても町方に属さない地区すなわ
ち地方に居住する者が多くいました。その人口は
80％をゆうに越えると考えられます。

夏季と秋季、同じ地域で 3 ヶ月の間に二つの祭
礼が行われるのは、他都市には見られない希有な
ことです。その理由は、尾張津島天王祭は津島神
社（津島牛頭天王社）の祭であり、秋の山車祭は
氏神の祭であり、その担い手も「町方(まちかた)」
と「地方(ぢかた)」と異なっていたからです。
江戸時代、津島には町方と地方という社会階層
がありました。経済的資源（金・土地）を多く持
つ人々が集住する地区、すなわち旧津島五ケ村（米
之座・堤下・筏場・今市場・下構）の本街道を挟
んだ両側町が「町方」でした。それ以外の地区は
すべて「地方」とされました。たとえ経済的資源
を多く持つ者でも、町方に居住していないと町方
衆にはなりえませんでした。津島天王祭の担い手
は町方でした。一方、地方が興した氏神祭が山車
祭です。地方が自らの祭を創り始めたことは、地
方にとっては画期的なことでした。町方に従属す
る地方でなくなったことは、
津島の社会を考える上で重要
なことです。
１、町方の津島天王祭
町方が主宰する津島天王祭
は、室町時代の自治都市共同
体の行事であり、団結・経済
力の誇示でもありました。こ
の共同体すなわち津島五ケ村
「町方」内部のメンバーは平

天王祭

等でしたが、外部に対しては特権的な共同体でし
た。この共同体は江戸時代にも引き継がれました。
（一）往昔からの四家七苗字（大橋・岡本・山川・
恒川・堀田・平野・服部・鈴木・真野・光賀・
河村）と称された家があり、その子孫を町方
百姓と称する。
（二）町方百姓が零落したとき、津島五ケ村の屋
敷を購入した者は町方百姓と称することがで
きる。
（三）津島天王祭には、四家七苗字以外の者は車
（祭船）に乗ることはできない。
（四）屋敷を購入した新しい町方百姓は長年居住
した後、町方百姓入（町方入）の願いを出し、
町方の皆が許せば、まず御葭神事（御葭踊）
に参加できる。その後さらに長年居住すれば
津島天王祭の車（祭船）に乗ることができる。

尾張では、米を主体にした現物年貢の商品化を
起点にして、18 世紀には名古屋城下町の日常的需
要を充足するため、畑作での蔬菜など商品作物の
生産が盛んになります。また、この時代には、麻
に代わって丈夫で扱い易い木綿が広く用いられる
ようになり、綿（棉）作は尾張地方にも広がりま
す。しかし、蔬菜や綿などの商品作物を作るには、
多くの肥料や農具に費用がかかりますので、十分
な資本を持たない小前百姓は肥料や金銭を前借り
して商品作物を栽培しました。
元禄年間(1688～1704)以降は、零落した百姓と
その田地を集積した新興大地主が続出した時代と
いえ、持つ者と持たざる者の二極化が進みました。
津島においても土地や金銭を集積した新興農
商が増加し、津島の特権階級である「町方入り」
を望みました。町方百姓が零落したとき、津島五
ケ村の屋敷を購入した者は町方百姓と称すること
ができたからです。しかし、町方の土地は限られ
ていることから、町方入りが叶わないことの方が
多かったのは当然のことでした。必然的に町方周
辺部への新興農商の居住が増えます。それら新興
農商の富の蓄積も相まって、村政への発言力も高
まりましたが、地方である新参者（新興農商）に
対する町方の見下し感情は厳然としてありました。
一方、商工業では、江戸時代中期以降、城下町
や在郷町で生活する人々に対して各種サービス提

車楽舟

（1781 年）
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供を行う新たな生業、たとえば消費物資の荷役、
小売を行う業種や、各種飲食業、髪結いなどの理
美容、古着屋などといった零細な商工業が発生、
発展します。元禄年間以降、特権的な旧津島五ケ
村共同体「町方」に反発する「地方」の新興農商
らに、職人・奉公人・日用取層などの裏店層が参
画して、地方連合体といえるものを形成します。
３、地方の氏神祭（山車祭）
津島の山車祭の発祥は市神社(いちがみしゃ)祭礼
「七切祭(ななぎりまつり)」です。市神社は米之座に
あります。米之座は津島五ケ村の北地区にあたり、
町並が北・東・西に広がっていく余地が十分にあ
ったため、新興農商や職人・奉公人などの裏店層
が居住しやすい環境でした。すなわち、津島の地
方の勢いが最もあった地域でした。尚、七切とは
七つの「丁、町(ちょう)」のことです。
市神社の祭礼は、正徳元年（1711）8 月 15 日の
夜祭として笹堤燈や傘鉾などを出したことに始ま
りました。享保三年（1718）から車を飾り、享保
11 年（1726）に尾張藩から正式に祭礼として許さ
れたことが分かります。これは地方にとっては画
期的なことでした。地方が自らの祭を創り始めた
のです。町方に従属する地方でなくなったことを
意味しています。
氏神の山車祭は「町方」の天王祭という社会通
念を打ち壊し、「地方」の傘鉾、山車を出すとい
う新たな祭を考え行動を起こしたのは「若い衆」
しか考えられません。非社会性、無礼、ばか騒ぎ
は若者の一種の特性です。これらによって始めら
れた事象が、人々によって受容されたものが文化、
芸能に成長したことは多々あります。驚きと戸惑
いで迎えられた祭事は、町方の問題視や横やりも
あったことは想像に難くないです。享保三年
（1718）から車を飾り、享保 11 年（1726）に正式
に祭礼となっていますが、この 8 年の間に町方と
地方の間で大小の揉め事があったと思われます。
それらはかえって、町方への反発を呼び起こし、
結果として地方の団結力を強固にし、町方も受容
せざるを得なかった
のです。
このように考える
と、市神社祭礼「七切
祭」は、単なる祭礼の
創始にとどまらず、津
島村固有の社会階層
を打ち破った画期的
七切祭山車（1781 年）
な出来事といえます。
４、「笑われたくない」意識
町方と地方という津島特有の社会階層があっ
たがゆえに、夏の津島牛頭天王社の祭礼「津島天
王祭」と秋の氏神社祭礼の山車祭「市神七切祭」
次いで「今市場祭」が生まれ、そして「向島祭」

に波及したといえるでしょう。
江戸
中期から後期にかけての地方の
山車祭の隆盛は、地方内の町同
士の競争心もありましたが、そ
れ以上に町方・津島天王祭への
対抗心、「負けたくない、笑わ
れたくない」という意識が地方
にあったことも大きな要因です。
「祭り」は神を「まつる」ことです。いい加減
なことをすると神は怒られる。神が怒ると災難が
起きる。だから、出来得る限りの祭りを真面目に
行うという意識がありました。

その他

野々山勝也
幹事エレクト

鈴木会長よりマルディス君
に、最後の奨学金をお渡し
しました。
浅井彦治ゴルフ幹事より、5 月 14 日
のあまＲＣ合同ゴルフ会をご案内

新世代委員会
3 月 20 日(木)～22 日(土）、青少年交換学生のジ
ェッシー君と鈴木吉男地区国際奉仕副委員長が、
「白馬ＲＣ主催第 27 回 4 地区合同交換学生スキー
の集い」に参加しました。田中ガバナー始め第
2600 地区(長野県)、第 2620 地区(静岡・山梨県)、
第 2630 地区(岐阜・三重県)から大勢の学友が参加。
津島ＲＣが 2003～04 年度にスポンサーになって
ブラジルへ留学をした北川昌利君も、ＲＯＴＥＸ
愛知として参加しました。

↑学友と楽しむ
ジェッシー
←10 年ぶりに参加
した北川君(左)
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3 月 25 日(火)、姉妹クラブの台北滬尾ＲＣか
ら会員とご家族や事務局員の楊麗琴さん、総勢
24 名の方々が来日しました。皆さんは伊豆・
箱根・横浜等の観光をして、29 日に中部国際
空港から帰国されます。

鈴木吉男会長夫妻

25 日夜には津島ＲＣのメンバー25 名と夫人
2 名が「木曽路 名駅 IMAI ビル店」に台北滬
尾ＲＣの皆さんをお迎えし、50 人を超える歓
迎会を開催し、大いに友好を深めました。

台北滬尾ＲＣ呉和錦(Home)会長

安江正博会長エレクト

←津島ＲＣ全員にお土産
をいただきました。
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世界 50 カ国以上に広がったこの運動は、ウィス
コンシン州の小さな町ハドソンで始まりました。
考案者は、ロータリー会員のトッド・ボルさん。
読書をこよなく愛した母親への想いから、家の庭
先に小さな図書館を設置しました。
愛書家だけではなく、多くの人が参加できる活
動だとボルさんは話します。例えば、アーチスト
が小さな図書館のデザインを考え、職業訓練とし
て刑務所の服役者がそれを組み立て、地域社会へ
の恩返しとして企業が図書館を設置する、といっ
たことも。世界各地のロータリークラブやロータ
ーアクトクラブも参加しています。
参加者の多くは、自らの手で小さな図書館を作
ることを選びますが、既製品を購入することもで
きます。収益は、運営費や識字プログラムの費用
に充てられます。
詳しくは： www.littlefreelibrary.org

4 月の例会変更
クラブ名
一宮中央 RC
名古屋東 RC
名古屋清須 RC
名古屋守山 RC
名古屋ｱｲﾘｽ RC
名古屋東南 RC
一宮北 RC
あま RC
名古屋城北 RC
名古屋ｱｲﾘｽ RC
名古屋北 RC
名古屋みなと RC

あ～、やれやれ…

えーっ、なにぃ! 牛
肉 が 食 え ん っ て ??
そしたら、テッチリ
でええきゃーも？

日
4/2
4/14
4/15
4/16
4/16
4/16
4/18
4/21
4/22
4/23
4/25
4/25

曜
水
月
火
水
水
水
金
月
火
水
金
金

サイン受付
一宮商工会議所(夜）

ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
一宮商工会議所
名鉄グランドホテル

栄東急イン
ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋
名古屋東急ホテル
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F

次回例会
第 2964 回 ’14 年 4 月 4 日（金）
卓話担当：クラブ広報委員長 伊藤 基君
演
題：「今後のロータリー広報について」

『ザ・ロータリアン』3 月号
お知らせ
■第 1 回次年度役員・理事・委員長会議
と き：4 月 1 日（火）18：00～
ところ：みやこ

「小さな図書
館」は、ニューヨ
ークタイムズ紙
が「世界的な運
動」と呼び、日本
でも話題になっ
た本の貸し出し運動です。参加者は、鳥小屋のよ
うな、小さな箱を庭先や勤務先に設置して、通り
がかった人に無償で本を提供します。本を読んだ
人は、別の本を“お返し”することができます。

■第 15 回西尾張ロータリークラブ美術展
と き：4 月 8 日（火）～13 日（日）
ところ：稲沢市荻須記念美術館
■休会
4 月 18 日（金）（定款 6-1-C）
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