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本日の行事予定 (2015 年 4 月 10 日) 

第 3012 回例会 
卓話担当：生田達一君 

演  題：「ふるさと知らずの 

        ふるさと自慢」 

 
 先回の記録（例会） 

第 3011 回 ’15 年 4 月 3 日（金）晴れ 

≪雑誌月間≫ 

卓話担当：広報委員長 八谷潤一君 

講  師：津島市立南小学校長 浅井厚視氏 

演  題：「天王子ども塾の歩み」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 

ソングリーダー  伊藤 基君 

会 員 総 数  67名   3月 6日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員  11名 

本日出席会員  55名    MAKEUP 会 員   10名 

本日の出席率 82.09％ 訂 正出席 率   100％ 

超 過 出 席 三谷栄一君（会長エレクト研修セ

ミナー）、寺島淳一君、滝川林一君、鈴木吉男君、

浅井賢次君（第 5回ＩＡＣ例会） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

今から約 300 年前の江

戸時代に、儒学者で本草学

者（薬物学者）でもあった

貝原益軒が『養生訓』を著

しました。この本は単に健

康になるための教えだけ

でなく、当時 83 歳だった

益軒が自らの経験も踏ま

え、人間味のある教えや人生を楽しく過ごすため

の知恵が記されていて、現在の私たちの暮らしの

中にも生かすことができます。今、貝原益軒的生

き方が静かなブームだそうです。 

 貝原益軒の『養生訓』といえば、“接して漏ら

さず”があります。そのさわりの部分を紹介しま

す。「二十代は四日に一回、三十代は八日に一回、

四十代は十六日に一回、五十代は二十日に一回、

六十代になれば、漏らしてはならないが、体力盛

んであれば月に一回は良い。若くて体力盛んな人

も月二度位にすれば、元気を蓄えて長生きするで

あろう。四十歳以上の人は、交接だけにしてなる

べく精液を漏らしてはならない」 

 この内容は誤

りです。当時は、

一生の間に放出

できる精液の量

は決まっており、

若い時に使いす

ぎると枯渇する

と考えたので、

“接して漏らさず”となったわけです。 

 『養生訓』の内容はセックスばかりではありま

せん。セックスの話はごく一部に過ぎません。 

貝原益軒（1630～1714）は、もともと中国の孔子

に始まる政治や道徳に関する儒学の研究者です。

また薬用植物を研究する本草学者でもあります。 

 『養生訓』は死の前年 83 歳の時に刊行されま

した。中国の養生書と自分の体験に基づき精神・

肉体両面から日常的な健康法を記述しました。食

べ合わせは今となっては全く根拠がありません

（例えば梅干しとウナギ、ウナギとスイカ、スイ

カとソバなど）。一方、お年寄りの長生きの秘訣

は今でも十分役立ちます。その一節を紹介します。 

 「善を積むことを楽しみ、病にかからないこと

を楽しみ、長寿を楽しむ。これを三楽と云い、三

楽のために三欲をおもむくままにせず、抑えるこ

とが大切である。三欲とは即ち食欲、色欲、睡眠

欲である。その上で季節の変化に合わせた体調の

管理、これらが揃って初めて健康で長寿が全うさ

れる」 

 益軒の基本的考え方は“すべての欲を 8分目に

抑えること（欲の小出し）”と“バランスのとれ

た生活”です。いにしえの生活の知恵を大事にし

たいものです。 
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ニコボックス報告 第 3011回分 

矢田潔ニコボックス委員 

安江正博会長、三谷栄一副

会長、野々山勝也幹事 津

島市立南小学校の浅井厚視

校長をお迎えして。 

安江正博会長 八谷潤一ク

ラブ広報委員長、本日の卓

話よろしくお願いします。 

八谷潤一君 本日、卓話を

担当します。 

浅井賢次君 ①浅井厚視校長先生、「天王子ども

塾」のご奉仕ご苦労様、津島、あまの歴史研究、

感服しております。ご先祖様も喜んでおられます。

②年を取ったからもうやめようといいながらま

た、今年も中学、大学のクラス会幹事をいわれ、

集まることを楽しみにしております。③久方振り

に昨日から天王川でのラジオ体操とウォーキン

グに参加、懐かしい人々にお会いしました。 

伊藤幸蔵君、浅井彦治君、杦田勝彦君、加藤則之

君 津島市立南小学校の浅井厚視校長をお迎え

して。 

加藤泰一郎君 今月、司会を担当させていただき

ます。 

滝川林一君 ①ウィークリーに写真と卓話の記

事がのりました。②今年も我社に燕が来ました。 

相羽あつ子君 桜が満開になり、新学期の準備も

整ってきました。進級、新入学される皆様おめで

とうございます。 

後藤務君 新しく群馬に工場を作ります。富士重

工の仕事です。 

宇佐美三郎君 新入社員を迎え気持ちがリフレ

ッシュしています。 

伊藤祥文君 チラシを 2枚入れました。よろしく

お願いします。 

幅辰雄君 篠田先生にお世話になりました。 

長田一郎君 伊藤幸蔵さんありがとう。 

住田由純君 2回例会欠席しました。ニコボック

スの皆さんに迷惑かけました。 

矢田潔君 今月はニコボックスの担当です。たく

さん報告ができますようお願いいたします。 

水野憲雄君、服部則仁君 ウィークリーに写真が

載りまして。 

生田達一君、長田一郎君、後藤務君、松崎安孝君、

小林啓子君、河西あつ子君 その他。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 

≪雑誌月間≫ 

卓話担当：八谷潤一君 

講  師：津島市立南小学校長 浅井厚視氏 

演  題：「天王子ども塾の歩み」 

 

本日『ロータリーの友』4

月号が配られましたが、この

電子版もあります。興味のあ

る方はＩＤとパスワードを入

れてアクセスしていただけれ

ばと思います。 

 

こんにちは、浅井です。 

この 4年間で、ロータリ

ークラブで私を呼んでい

ただいて 4 回になります。

本当にありがとうござい

ます。 

「天王子

ども塾」は今

度の夏で 15

回目を迎え

ます。平成

26 年までに

私がやらせ

ていただい

たのは 6 回

です。最近の

4 回はコン

セプトがしっかりしていまして、我々学校現場だ

けでなくて、大学生、特に教職や社会教育活動に

興味のある学生にボランティア参加してもらう

というのも大きなコンセプトになっています。歴

史を素材にしたイベントで郷土を好きになって

もらおうというのもコンセプトです。 

第 11回(平成 23年)は会長さんにもきていただ

きました。私はかつて教員を 3年やめて土器の発

掘調査をやっていましたので考古学の勉強をし

ようと、弥生時代の土器をペーパークラフトでつ

くる学習をしました。大変好評でした。弥生人と

いうと大陸的なのっぺらとした顔、平べったくて

一重瞼で色白というイメージがありますが、最近

の発掘調査によりますと、弥生人は顔中、体中に

入れ墨を入れていたのが土偶や土

器にはっきり表れているので、その

話をしたらこのような顔を描いて

ました。 

 次の年（平成 24 年）は続編で古墳を作ってみ

ようということで、ロータリーの方たちに車を出

していただいて古墳の見学に行きました。あまり

知られていませんが、稲沢とあま市の境辺りに円

墳があります。平野の真中にうず高い丘があり、
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そこにお社や神社の森があるというのはほとん

ど古墳です。見学から帰って、子供たちの喜ぶク

ラフトのキットで古墳を作りました。大学生にも

つくれない難しいクラフトでしたが、女の子が一

人だけ完璧なものを作りました。この年に初めて

大学生のボランティアに授業をしてもらいまし

た。遠足も兼ねたような学習になりました。 

 その次（平成 25年）

は子どもたちに一番人

気のある歴史上の人物

と見たいものを聞いた

ら、お城が見たいとい

うので、一番近い清洲

城を見学することにし

て、「信長探検隊」とい

うタイトルにしたら、たくさん子どもが集まりま

した。勝幡城跡や貝塚資料館も見学しました。資

料館では学芸員の話を聞きました。この年は遠足

のようになりました。子どもたちを集めるならや

っぱり戦国時代です。 

 そして昨年 8 月（第 14 回）は、1 年ほど前か

ら戦争のことが話題になり、学校で一番やりたい

のが戦争の聞き取り学習です。30年ぐらい前は、

戦争体験を持っておられるお年寄りがいました

が、今はお祖父ちゃんお祖母ちゃんで、戦争体験

した方がほとんどいなくなりました。津島のガイ

ドボランティアの方たちに話をしてもらいまし

た。あま市の歴史民俗資料館の学芸員に相談した

ら、子どもたちは身近に見ないと歴史はなかなか

わからないんですね。そ

れで、サーベルとか、日

章旗、鉄砲といったもの

を展示してさわらせて

いただきました。子ども

たちは感激していまし

た。この地区で戦争

の読み聞かせをや

っている女性グル

ープに読み聞かせ

もしてもらいまし

た。ただ、戦争体験

は一方的に話を聞

くことが中心になって、ものを作ることができま

せん。 

 これで弥生時代、古墳時代、戦国時代、15 年

戦争を一通りやりました。私たちは「津島の達人

ジュニア検定」など「ふるさと検定」をやってい

ます。この大人版は 7年続いていますが、ジュニ

ア版は 5 年で終わりました。「ふるさと検定」を

子どもたちからやっていくといいんじゃないか、

子供は毎年変わっていきますので、6年生でやる

と決めればずーっと続けることができます。クイ

ズだけでは淋しいというので社会科や総合学習

のまとめのレポートを作らせよう、ちょっとした

卒業論文のようなかたちにしてみようと、2月 27

日が締め切りで「ふるさと学習大賞」という名前

で第 1回のコンクールをやってみました。なんと

650点ぐらい集まりました。主催は天王文化塾と

ＮＰＯまちづくり津島ですが、津島ロータリーお

力も借りて無事行いました。クローバーＴＶでも

放送してくれました。 

 今度は祭についての勉強をしようかと考えて

います。郷土の歴史を見直すということで、ちょ

うどユネスコの無形文化遺産登録を目指してい

ますので、津島の教育委員会も本腰を入れてくれ

まして、またロータリークラブのお力をお借りし

て、7 月 12 日に尾張津島天王祭、8 月 16 日に尾

張津島秋まつりを（「天王子ども塾」で）勉強し

たいと考えています。教育委員会も天王祭の朝祭

を子どもたちに見学させたいと言ってましたの

で、それらを連動させながら祭をやっていきたい。

さらに子どもの「祭り検定」も含めて考えていこ

うと、話を進めているところです。ユネスコの文

化遺産登録とからめて、事業を考えていきたい。

また、「ふるさと学習賞」につきましては、第 2

回、第 3回とロータリークラブのお力を借りて続

けていきたいと思っています。こいった歴史のイ

ベントをやる中で郷土を愛する心、郷土を見直す

心を育てていくことができたらと思っています

ので、また皆さんのお力添えをよろしくお願いし

ます。 

 
津島市観光協会より 

鈴木吉男観光協会長 

今年 1月から、津島市観

光協会の会長をつとめさせ

ていただいております。市

長からいろんな宿題を与え

ていただきました。津島の

コンセルジュとして、外か

ら訪れた人たちに津島を説明できる人々をたく

さん育ててほしい。また、天王川を花で飾ろうと

いうことで、学校など 50 ぐらいの団体にお願い

して花壇を作りたいと思っております。どこにど

のようにするか、まだ真っ白な状態です。 

一番大きな事業は、写真家の浅井慎平さんにお

願いして、全国から集まって津島の写真を撮って

いただいて審査してもらおうと思っております。

カメラを持って、津島を訪れる方がたくさんいま

す。祭だけでなく一般の津島の街並みを撮った写

真を歓迎して、やっていきたいと思ってます。昨

年、津島ＲＣが設立したＩＡＣのある津島東高校

写真部が写真甲子園 2014 で全国優勝しました。

（この事業では）我々が知らない、外から見た津

島を撮っていただこうかなと思います。 

観光協会で新しい事業がいっぱいできました

ので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。 
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次回例会 
第 3013 回 ’15 年 4 月 24 日(金) 

卓話担当：小林啓子君 
講  師：手話通訳者 加藤貞子氏 
演  題：「手話と出逢って 
    ～手話が教えてくれたこと～」 

休会のお知らせ 

定款 6-1により 

4 月 17日(金)は休会です。 

誕生日祝福（4月） 

大河内勝彦親睦活動副委員長 

安江正博君（ 3日） 

滝川林一君（ 3日） 

児玉  昭君（ 5日） 

坂井  裕君（ 8日） 

杦田勝彦君（12日） 

宅見康悦君（25日） 

田中正明君（27日） 

 

 

 

 

 

 

 

夫 人 

鈴木吉男夫人（ 2日）  後藤 亨夫人（ 3日） 

幅  辰雄夫人（ 5日） 高木輝和夫人（10日）    

岡本康義夫人（18日） 

 

結婚記念日祝福 

水野憲雄君（１日）   住田正幸君（ 2日） 

鈴木吉男君（ 3日）  松本浩義君（ 5日） 

田中正明君（14日）  浅井彦治君（16日） 

河西あつ子君（17日） 古川弘一君（19日） 

伊藤雅昭君（20日）  矢田  潔君（26日） 

安江正博君（29日）  寺田晏章君（30日） 

 
 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 月 9 日(木)、

桑名ＣＣでゴル

フ会が開催され、

篠田廣君が優勝

しました。次回

はあまＲＣ合同

で 5月 14日(木)

に開催します。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 次年度青少年交換留学生の報告です。マリ

ア・リーさん、女子、高校 2 年生、アメリ

カ合衆国・メイン州、第 7790地区。派遣候

補生は中西里緒さん(滝川林一君の孫)です。 

2. 米山奨学生の報告です。ボルドバードル・

ハンドさん、女子、モンゴル出身、愛知学

院大学・社会科学部 2年生、奨学期間は 2015

年 4 月～2016 年 3 月、カウンセラーは次年

度米山奨学委員長の稲垣宏高君です。 

3. 本日、例会終了後に青少年奉仕委員会を開催しま

す。委員の方はよろしくお願いします。 

4. 4月 16日(木)に 2015学年度新規米山奨学生

オリエンテーションがあります。稲垣次年

度委員長が出席します。 

5. 4月 16日～18日にかけて周年記念行事に出

席するため、11 人の会員が台北滬尾ＲＣを

訪問します。 

6. 4月20日(月)に次年度四大奉仕及びＲ財団、

米山奨学委員会合同委員会が魚しまで開催

されます。 

7. 4 月 22 日(水)に次年度クラブ奉仕委員会関

係の合同委員会が朝日寿しで開催されます。 

8. 4月 17日(金)は定款 6-1により休会です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 10日（金）第 3012 回 幹事報告 
 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 篠田 廣 44 41 85 4 81 

2位 浅井彦治 45 51 96 11 85 

3位 三谷栄一 50 52 102 17 85 

 

三谷栄一副会長 野々山勝也幹事 加藤泰一郎

会場委員 

伊藤祥文君 余郷利彦君と矢田潔君 

  ニコボックス、 

楽しいねえ！ 
よろしく！ 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

尾西 RC 4/13 月 尾西信用金庫本店 

尾西 RC 4/27 月 尾西信用金庫本店 
 

4月の例会変更（追加） 


