本日の行事予定 (2014 年 5 月 30 日)
合併号
第 2970 回
卓話担当：社会奉仕委員長 田中正明君
講
師：あま市美和歴史民俗資料館学芸員
近藤 博氏
弥富市歴史民俗資料館学芸員
服部一宏氏
演
題：「100 年事業を振り返って」

私の親戚もロサンゼルスへ移民で行っておりまし
て、大変興味があります。後藤さんの親戚がサク
ラメントでホテルをやっていたことがあるそうで
す。津島ＲＣ会員の関係の方にも、アメリカに移
民された方がいらっしゃるんではないかと思いま
す。私のおじいさんの兄弟の女性が犬山の方と結
婚して、ロサンゼルスへ移民をしていました。戦
争前にその母親が亡くなったので、二人の息子さ
んの弟が犬山へ、兄が津島へ帰ってきて、うちが
世話をしておりました。津島の旧制中学校へ通っ
先々回の記録（例会）
ていまして、前市長の伊藤文郎君の親と、亡くな
第 2968 回 ’14 年 5 月 16 日（金）
りました本町の渡辺さんと同級で、日本へ帰った
卓話担当：日比一昭君
時 3 人がよく飲んだという話を聞きました。
講
師：愛西市教育委員会社会教育課
30 数年前、私が初めてアメリカ本土へに行った
石田泰弘氏
ときは、金城埠頭から船で港を経てシアトルへ着
演
題：「海部津島のアメリカ移民」
きました。当時勤めていた会社を一緒に辞めた人
ストレッチ体操 田中正明君
と二人で、10 日ぐらいかかりました。毎日(緯度
ロータリーソング 「我らの生業」
が)15 度移動しますから、時刻が毎日 1 時間早く
ソングリーダー 寺島淳一君
なりました。船員の労働組合がきびしいので食事
会 員 総 数 68 名
4 月 11 日例会分訂正
時間も毎日 1 時間ずつ早くなりました。なぜ船で
出席免除会員 22 名
欠 席 会 員
16 名
行ったかというと、毎日食事をすると英語でどう
本日出席会員 57 名
MAKEUP 会 員
11 名
注文したらいいか習おうという気持ちがあり、今
本日の出席率 83.82％ 訂 正 出 席 率
100％
後船ではなかなかアメリカに行けないと思ったか
超 過 出 席 岡本康義君（大宮ＲＣ）、鈴木吉
らです。しかもその船はコンテナ船で、日本人の
男君、寺島淳一君（あまＲＣ創立 45 周年記念例会）、
乗客は 6 人でした。毎日船長と一緒に食事をさせ
鈴木吉男君（高浜ＲＣ）、安江正博君、野々山勝
ていたくとか、なかなかできない経験をしました。
也君（あまＲＣ）、鈴木吉男君、寺島淳一君、山
アメリカに 3 ヶ月ぐらいいまして、帰りの飛行
本達彦君、山田勝弘君、前田昭生君、野々山勝也
機のチケットはありましたが、ホテルはとってい
君、幅辰雄君、伊藤幸蔵君、余郷利彦君（米山奨
ませんでした。黒人の船員と友達になってシアト
学生マルディス君送別会）
ルの日系ホテルを紹介してもらいました。ものす
会長挨拶
ごく安くて部屋の真ん中に風呂がありました。そ
鈴木吉男会長
の時のオーナーに 1 週間ほどシアトルの街を案内
今日は、
卓話担当の新市長
してもらいました。その後、ポートランドに 2 泊
の日比さんに来ていただき
してサンフランシスコへ行き、4 日ぐらいホーム
ました。お忙しい中ごくろう
ステイしました。初めてアボカドをパンにつけて
さまです。卓話では、アメリ
食べるのを覚えました。
カの移民について前にも津
その後、自分でホテルをとらなくてはならない
島ＲＣでお話ししていただいたことがありますが、 ので中華街の近くを歩いていると、ＪＡＬのスチ
今回もう一回、講師に石田さんをお願いしました。 ュワーデスがホテル入っていくのを見て、日本語
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が通じるかと思って入ってみると全く通じません
でした。
日本人を見ると結構向こうから話しかけてきて、
三好とか横浜を知ってるかと聞いてきました。最
終的にはロサンゼルスの親戚の家に 1 か月半ぐら
い滞在しました。車を 1 台貸してくださって、自
分一人で移動しましたが、道が広いので駐車場か
ら出る時逆走してしまい、2 回ぐらいぶつかりま
した。
このとき、チップについても相手が本当に気持
ちのいい対応をしてくれればチップを渡せばいい
んだとか、アメリカのいろんなことを知りました。
ラスベガスに 4 回ぐらい行きました。サンフラン
シスコからサクラメントの途中にあるストックト
ンという街に、日系の方がたくさんいるというこ
とを知りました。
2 年前に津島市の国際交流でアメリカへ行った
時、
80 歳近い 3 人の日本人女性にお会いしました。
津島高校を卒業し、戦後結婚し移民したそうです。
愛知県人会があり、特に津島、愛西の方がいっぱ
いいらっしゃいます。ＮＰＯ法人が作った津島の
写真集を持って行きました。また今年 8 月の交流
のときに 3 冊目を持っていきたいと思っておりま
す。今日の石田さんのお話は私自身大変興味があ
りますが、皆さんも津島やこの近辺の歴史をもう
一回聞いていただければと思います。

幹事報告
寺島淳一幹事
1. 稲沢ＲＣの鵜飼正巳君と
遠藤正昭様が西尾張分区
ＲＣ美術展のご案内にお
越しになっています。のち
ほどご挨拶をいただきます。
2. 本日、例会終了後「次年度
会員増強委員会」が例会場にて開催されます。
3. 本日午後 3：30～、「第 2 回クラブ社会奉仕・
環境保全・ＲＣＣ委員長会議」が名鉄グランド
ホテルで開催されます。田中正明社会奉仕委員
長に、出席していただきます。
4. 本日午後 6：00～、「次年度クラブ広報・ニコ
ボックス合同委員会」が「朝日寿し」にて開催
されます。
5. 5 月 23 日(金)午後 4:00～、「第 2 回地区国際
奉仕委員長会議」が名鉄グランドホテルで開催
されます。鈴木会長兼地区国際奉仕副委員長と
三谷国際奉仕委員長に出席していただきます。
6. 5 月 24 日(土)午後 5：30～、「第 3 回西尾張分
区会長幹事会」が一宮の「菊水」で開催されま
す。鈴木会長と私が出席します。
7. 次週 5 月 23 日(金)は、5 月 25 日(日)の日帰り
家族会に例会変更となっておりますので、お間
違えのないようお願いします。
以上です。よろしくおねがいします。

ニコボックス報告 第 2968 回分
堀田力男ニコボックス副委員長
石田泰弘様（お車代を頂きま
した）
鵜飼正巳君（稲沢ＲＣ）美術
展で毎年お世話になっており
ます。来年もどうぞよろしく。
遠藤正昭様 ロータリー展の
お願いに上がりました。
鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会
長、寺島淳一幹事 ①卓話講
師に愛西市教育委員会の石田泰弘様をお迎えし
て!! ②次週例会は家族会です。皆様お元気でお
越し下さい。
日比一昭君 いつも大変お世話になっております。
本日卓話を担当させて頂きます。
鶴見治貞君 中日新聞に当社の地ビールが取り上
げられました。うれしいです。
後藤亨君 ロータリーの例会、各委員会を欠席し
ております。
加藤則之君 ①副議長に就任いたしました。議長
の補佐を努めさせていただきます。②ジェッシー君の
誕生会に多くの方にご出席いただき、彼の思い出
づくりに協力いただきました。③日比市長をお迎
えして。
浅井賢次君 ①薬学部のクラス会に出席、老齢で
8 名の出席。皆それぞれ夜遅くまで語り合い今朝
帰りました。②日比一昭君、津島市長就任おめで
とう。ご活躍を祈ります。またお世話になります。
③堀田力男君に大変お世話になります。
佐藤雅彦君、寺島淳一君、伊藤哲朗君、鈴木吉男
君、後藤務君、吉田康裕君 おめでとうございま
す!! 日比市長をお迎えして。
高木輝和君 ①日比市長をお迎えして…。加藤副
議長と仲良くやって下さい。②25 日の家族会でシ
ガラキの在所にトックリを持って久々に帰ります。
水野人志君 昨日、上越火力 2-2 号機、徳山水力
2 号機が営業運転を開始することが出来ました。
この夏も停電のないよう頑張ります。
伊藤哲朗君 滝川さんにお世話になりました。
幅辰雄君 合同ゴルフで優勝しました。
矢田潔君 松崎先生に大変お世話になりました。
矢田潔君、生田達一君、八谷潤一君、後藤務君、
山田勝弘君 講師の石田泰弘さんをお迎えして…。
余郷利彦君、宇佐美三郎君、伊藤祥文君 来週の
家族会欠席します。申し訳ありません。
児玉昭君 稲沢ロータリー遠藤さまをお迎えして。
伊藤幸蔵君、安江正博君、佐藤敬治君、浅井彦治
君、横井知代君、水野人志君、宅見康悦君、後藤
務君 ウィークリーに写真が載りまして。
佐藤敬治君、矢田潔君、稲川明俊君、相羽あつ子
君、河西あつ子君 その他。
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卓 話
卓話担当：日比一昭君
講
師：愛西市教育委員会社会教育課
石田泰弘氏
演
題：「海部津島のアメリカ移民」

リカでの生活に慣れ、そのままアメリカへ残って
生活する人も多くなってきました。1900 年以後、
旧佐織町から渡った人たちが常に 500 人近くアメ
リカにいたといわれています。愛知からアメリカ
へ渡った人たちの殆どはアメリカ大陸西部のカリ
フォルニア州の州都サクラメントからスタクトン
にかけての地域に住んでいました。
アメリカへ渡った人たちの多
くは農業をしていました。馬鈴薯、
玉葱、豆、アスパラガスなどを主
に栽培していました。愛西市出身
の堀田鎌次郎などはアメリカで
アスパラガス王と呼ばれるほど
有名でした。
大勢の人が住むようになると、次第に日本人を
相手に商売をする人もあらわれました。玉利こと
服部利三郎（勝幡）はローダイというところで、
旅館や日本料理屋を営んでいました。梶田庄太郎
（丸島）はスタクトンにおいて東洋商会を開業、
浅井亀次郎（丸島）と水谷政右衛門（二子）はウ
ォールナッツグローヴで浅井商店を開業、大いに
繁盛しました。野口泰三郎（丸島）はスタクトン
で日米ホテルを経営していました。後藤盛太郎（佐
折）はサクラメントでホテルを経営していました。
【排日の動きとアメリカ移民】
日本人は勤勉で低賃金で経営者には信用され歓
迎を受けましたが、現地の労働者にはなかなか受
け入れられませんでした。排日の動きが高まり、
日米が開戦するとアメリカ移民にとっては試練の
時期となります。帰国する者はともかく、現地に
残るものは 1941 年、敵性外国人とみなされ、トラ
ンク 2 個で強制収容されました。
【ふるさとへの思いと石塚文庫の設立】
愛西市出身の石
塚国三郎さんも母
校草平小学校に多
額の寄付をしまし
た。現在小学校内
にある「石塚文庫」
は石塚国三郎さん
の寄付金をも
とにできた文
庫です。日本人
が増加すると
仲間を形成し、
相互扶助する
ようになりま
す。有志倶楽部
が 1895 年に愛
知倶楽部を結成（初代幹事浅井健次郎）、1912 年
に愛知県人会となりました。1921 年愛知県で水害
が起こると早速募金し愛知県へ送金。また、婦人
会や仏教会、コミュニティセンターもあります。

広島県・熊本県・山口県・福岡県・新潟県とい
った県からの海外渡航者が多く、愛知県からの海
外渡航者数はあまり多い方ではなく、愛知県内に
おける郡市別の海外渡航状況をみると、海東郡が
群を抜いて多かったことがわかります。海東郡・
海西郡・中島郡・碧海郡がアメリカ移民を多く輩
出しました。
【海部地域からの渡米のはじまり】
海部地域から初めてアメリカ
へ渡ったのは、丸島（愛西市）出
身の山田芳男ら一行でした。
1881 年、愛西市二子町丸島出
身の山田芳男はラッコ猟にでか
けた途中、嵐にあい、通りかかっ
たアメリカ人の船に助けられ、し
ばらくアメリカで生活をしました。当時のアメリ
カは日本に比べて給料が良かったので、山田は早
速日本に帰りアメリカで働くことを勧めました。
のち 1893 年には西川端新田（愛西市）出身の鬼
頭助次郎が渡米し、わずかの間に多くのお金をふ
るさとへ送ったことが、この地域に渡米ブームを
引き起こし、以後多くの人たちがアメリカへ渡る
ようになりました。また、濃尾大震災（1891 年）、
鵜多須切れ（1897 年・佐屋川決壊による洪水）と
いった災害や地場産業（織物・藍）の不況による
農村の疲弊も渡米の要因であったと思われます。
【渡米した人々】
移民には食い扶持減らしというイメージがあり
ますが、この地域のアメリカ移民は 10 代から 20
代が中心で、戸主や長男も多く、中層クラスの人々
でした。愛知からの移民は自由移民であり、官約
移民ではありません。
【愛知の北米村～愛西市見越町～】
最もアメリカ移民を送出したのが見越町で、１
軒 1.5 人以上。山田鶴次郎家では、一家をあげて
渡米しました。約 50 軒 111 人、佐織村では 16 年
間で 280 人でした。
【出稼ぎから定住へ】
はじめの頃の人たちは、大体 2、3 年から数年働
いたのち、ふるさとへ帰ってくるという「デカセ
ギ」の人たちが多かったのですが、その後、アメ
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その他
第 16 回展は来年 2/24～3/1 です

１甲賀流忍術屋敷

伊藤哲朗副会長

稲沢ＲＣの鵜飼正巳氏と遠藤
正昭氏が西尾張ロータリー美
術展への出展のお願いをされ
ました。

出席報告
→吉田康裕君
ストレッチ
→田中正明君

忍者に変身！

八谷潤一親睦
活動委員長

次年度区クラブ奉仕
委員長の浅井彦治君

先回の記録（例会）
第 2969 回 ’14 年 5 月 25 日（日）
≪日帰り家族会≫
～伊賀牛と甲賀・伊賀の忍者屋敷巡り～
１甲賀流忍術屋敷
２伊賀肉金谷本店（昼食）
３伊賀流忍者博物館（忍者ショー）、上野公
園（上野城・だんじり会館・芭蕉翁記念
館・上野歴史民俗資料館）
会 員 総 数 68 名
4 月 25 日例会分訂正
出席免除会員 22 名
欠 席 会 員
15 名
本日出席会員 28 名
MAKEUP 会 員
11 名
本日の出席率 49.12％ 訂 正 出 席 率 98.46％
超 過 出 席 加藤則之君、安江正博君、三谷栄
一君、寺島淳一君、田中正明君（次年度四大奉仕
委員会）

→
忍者を抱っこ

ジェッシー君
も、青少年交換
学生の友人トレ
ントン君（高浜
ＲＣ）と忍者に
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忍者検定もあるって！

結構、みんな
楽しんどるわ

長い刀を買
ったの!?

ホント、良
かった！

伊賀牛が待
ってますよ

２伊賀肉金谷本店
肉のおかわりは
私にご相談を！

鈴木吉男会長の
挨拶→

八谷潤一親睦
活動委員長
徳利は
ないきゃ？

↑伊賀牛のバター
焼きを、たっぷりの
大根おろしで↓

先輩、遠慮せんと
食べてちょー

新市長と会長夫妻
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胃に優しい
ですよ！

うまい！

↑バスで寝込んでいた人は写っていません

食べすぎて
もうた！

↑陰の力です、ご苦労様
ビーフ！
ウマイ！

6 月の例会変更
クラブ名
尾西 RC
名古屋名南 RC
名古屋東南 RC
稲沢 RC
名古屋和合 RC
名古屋西 RC
尾西 RC
古屋清須 RC
一宮中央 RC
名古屋和合 RC
名古屋東南 RC
名古屋名駅 RC
名古屋みなと RC
名古屋北 RC
名古屋城北 RC
名古屋清須 RC
尾西 RC
名古屋東 RC
名古屋空港 RC

日
6/2
6/3
6/4
6/11
6/11
6/12
6/16
6/17
6/18
6/18
6/18
6/18
6/20
6/20
6/24
6/24
6/30
6/30

曜
月
火
水
水
水
木
月
火
水
水
水
水
金
金
火
火
月
月
6/30 月

サイン受付
尾西信用金庫本店
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜）
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
林商事ビル
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
尾西信用金庫本店
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F

次回例会
第 2971 回 ’14 年 6 月 6 日（金）
卓話担当：親睦活動委員長 八谷潤一君
講
師：津島市観光大使 水谷ミミ氏
演
題：「ミミちゃんのここだけの話」

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
名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
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お知らせ
■第 2 回次年度役員理事委員長会議
と き：6 月 3 日（火）18：00～
ところ：朝日寿し
■今年度最終役員理事委員長会議
と き：6 月 26 日（木）18：00～
ところ：魚しま
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