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本日の行事予定 (2015 年 11 月 20 日) 

第 3038 回例会 

卓話担当：矢田潔君 

講  師：愛西市教育委員会 学芸員 

石田泰弘氏 

演  題：「信長の生誕地、勝幡城」 

 
先回の記録（例会） 

第 3037 回 ’15 年 11 月 13 日（金）晴れ 

卓話担当：相羽あつ子君 

講  師：津島市立南小学校長 

浅井厚視氏  

演  題：「良王君と尾張津島天王祭」 

ストレッチ体操 山田章博君 
ロータリーソング 「日も風も星も」 
ソングリーダー 生田達一君 
会 員 総 数 67名    10月 16日例会分訂正 
出席免除会員  21名    欠 席 会 員    16名 
本日出席会員  53名    MAKEUP会 員    12名 
本日の出席率  79.10％  訂 正出席 率  98.44％ 
超 過 報 告  三谷栄一君、服部貴君、田中正明
君、山田章博君、山本達彦君（第 11回インターア
クト例会）、三谷栄一君、服部貴君、幅辰雄君、
田中正明君、伊藤誠君、伊藤哲朗君、浅井彦治君、
伊藤幸蔵君、杦田勝彦君（第 3 回ワールドフード
＋ふれ愛フェスタ）、三谷栄一君、伊藤幸蔵君（名
古屋清須ＲＣ創立 40周年記念式典） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

本日の卓話講師、浅井校

長先生には、「天王子ども

塾」、「津島の祭検定試験」

開催の時には、大変お世話

になり、ありがとうござい

ました。無事終えることが

できました。今後ともよろ

しくお願いいたします。 

本日は 13 日の金曜日です。『13 日の金曜日』

にまつわるいくつかの諸説を紹介したいと思いま

す。『13日の金曜日』と言えば、1980年に公開さ

れた、アメリカの代表的なスプラッター映画のタ

イトルであり、縁起の悪い日としても知られてい

ます。なぜそんなに縁起の悪い日なのでしょうか。

起源は曖昧なところもありますが、もともと金曜

日と 13 は別々に縁起が悪いものとされてきまし

た。まず『金曜日』ですが、イエス・キリストが

十字架刑に処せられたのは金曜日、今でいう「聖

金曜日(グッドフライデー)」です。 

ただ面白いことに比較的年代の新しい文献には、

同じ縁起の悪い金曜日でも聖金曜日は例外という

記述があります。例えば、縁起の悪い金曜日でも

遊覧船のシーズン初航海に限っては聖金曜日とい

う遊覧船があります。 

あと 1 つは「キリスト教以前に遡(さかのぼ)る」

という説です。「Friday」という言葉の起源は古

代スカンジナビアの女神フレイア（Freyja）とい

い、愛、美、知、死、魔力を司る才能豊かな女神

です。チュートン(ゲルマン)人の間では金曜日は不

運な日、特に結婚式の日取りとしては最悪だと信

じられていましたが、それはこの女神があまりに

も魅力的だったからです。後にキリスト教の教会

によって女神フレイアは完全に悪者にされたので、

それも影響したかもしれません。 

次に『13』ですが、これも金曜日同様、起源を

めぐっては諸説あり、キリスト教では夕食のテー

ブルに 13 人座るのは死ぬほど縁起が悪いことと

されます。世界的に有名なレオナルド・ダ・ヴィ

ンチ作『 最後の晩餐』です。この絵はイエス・キ

リストが十字架にはりつけられる前夜、12人の弟

子である使徒とともに行った晩餐の様子を描いた

宗教画です。この絵画では，キリストを含めて数

えた 13番目の使徒イスカリオテのユダが「裏切り

者」として描かれていることから、13という数字

が嫌われようになったとされています。 

他にも歴史的に重要な出来事が 13 日に起こっ

ています。例えば、1307年 10月 13日、フランス
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全土において、フィリップ 4 世により、テンプル

騎士団の会員が一斉逮捕されました。また、1927

年 5月 13日には、歴史的なクラッシュが、ベルリ

ン証券取引所にて発生しました。 

次の説は、13という数字そのものの性質に関係

するものです。13という数字は、どの数でも割り

切ることができない。一桁の素数 2 でも 3 でも 5

でも割り切れない素数なのです。11も一桁の素数

で割り切れない数字ですが、13という数字は，さ

らに 12進法からも仲間外れにされています。どの

数字でも割り切れず、12進法からはみ出している

13という数字は，悪魔の数として認識されるよう

なりました。 

迷信は、地域とそれぞれの文化的背景により異

なりますが、スペインとギリシャでは、金曜日で

はなく、13日の火曜日が縁起の良くない日のよう

です。 

そして、日本や中国では、『死』に繋がる『4』

が、不運だとして避けられていることが多くあり

ます。皆さんの周りでも、『13日の金曜日』にま

つわる縁起の悪いこと、何かありましたでしょう

か。気にしないのが一番なのでしょうか。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 11 月 14日、青少年交

換学生第４回オリエ

ンテーションが、名古

屋豊島ビルにて行わ

れます。交換学生のマ

ライアさんに出席し

ていただきます。 

2. 同じく 14日、地区「ホストファミリー懇談会」

が南山大学にて開催されます。ホストファミ

リーの成田夫妻、中西夫妻、津島東高校の吉

田、稲守両先生、服部貴青少年奉仕委員長に

出席していただきます。 

3. 11 月 14 日、地区 RLI パートⅢが星城大学リ

ハ学院にて開催されます。浅井彦治会長エレ

クトに参加していただきます。 

4. 11 月 18 日、親睦活動委員会によるクリスマ

ス家族例会の料理試食会が名古屋マリオット

アソシアホテルにて行われます。 

5. 次週例会日の 20 日、16：00 より津島東高校

にて第 12 回インターアクトクラブ例会が開

催されます。メイクアップ対象の会合となり

ます。皆様のご出席をお待ちいたします。 

6. 本日、役員・理事・委員長会議メンバー忘年

会の案内を関係者の方にお配りしました。 

 
ニコボックス報告 第 3037回分 

鶴見治貞ニコボックス委員 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、山本達彦幹事 

①本日の卓話講師に津島市立南小学校の浅井厚視

校長をお迎えして。②相羽

あつ子君、本日の卓話よろ

しくお願いします。 

相羽あつ子君 本日卓話を

担当いたします。浅井先生、

よろしくお願いします。 

伊藤祥文君 講師に浅井厚視先生をお迎えして。 

浅井賢次君 ①浅井厚視校長をお迎えして。卓話

をよろしく。②このたび命拾いをし、また元気に

させていただきました。松崎院長先生ありがとう

ございました。 

後藤務君 孫がＳＫＥのトップスターと豊田自動

車のコマーシャルに出演しました。 

高木輝和君、鶴見治貞君 (本日のニコボックス

が)丁度 30,000円になりました。 

吉田康裕君 浅井先生をお迎えして。 

宇佐美三郎君 高木さまのご尊顔を拝しまして。 

矢田潔君 高木委員長の元気なお顔を見て。 

中野義光君 空手で警察の柔道に負けました。 

梶浦興蔵君 宅見先輩にお世話になりました。 

佐藤雅彦君 バッジを忘れました。スイマセン。 

篠田廣君 ゴルフ（グランドシニア）で 3 位に入

賞しました。 

伊藤幸蔵君（ニコっと笑って投函してくれました） 

宅見康悦君 夕べ、家内と久しぶりにいいことあ

りました。 

根崎健一君 高木委員長と目が合いました。 

山田章博君、野々山勝也君、前田昭生君 ウィー

クリーに写真が載りました。 

生田達一君、山田章博君、加藤則之君、安江正博

君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：相羽あつ子君 

講  師：津島市立南小学校長 

浅井厚視氏  

演  題：「良王君と尾張津島天王祭」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※良王伝承 

『浪合記』 

 津島をめざした良王君(よしたかぎみ)とその家来

たちの物語。現存する『浪合記』は宝永 6年（1709）

に尾張藩士の天野源蔵信景が高須藩で書き写した

とされている。良王君が四家七党の武士たちに守

られ、信州・三河から津島（奴屋城）に入るまで

の話。 
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後醍醐天皇 

 

後村上天皇   護良親王  宗良親王（信濃宮） 

    

尹良親王(大龍寺) 

 

         良王君(瑞泉寺)  

 

良新(良王弟?) 

              （氷室神主家） 

 

 

            ←『浪合記』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※柳田国男 『東国古道記』 

尹良 ユキヨシ様「旅」の神様。ユキヨシ信仰。 

 津島御師たちは『ユキヨシ様』を旅人の道中安

全を守る守護神へと変化させ、山間に広く分布さ

せていった。これに加えて、浪合で戦死した南朝

に対する御霊信仰が結び付き、尹良親王なるもの

が出現したと考えられる。 

 

奴野城へ  

 良王君、尾州津嶋の大橋定省の奴野城へ入りた

まう。永享 7 年 12 月 29 日、良王君、尾州津嶋に

入御。四家七名字、宇佐美、開田、野々村、宇津

宮の 15人がお供である。兵糧が無くなり、一会村

（原注：今の市江村）が米 50石余りを献上。 

 

雑煮のはじまり 

 永享 7 年（1435）12 月 29 日、良王、津嶋天王

の神主の家に渡御。七名字の者共が神楽を奏した。

同 8 年正月元旦、雑煮を良王に差し上げる。魚無

し。伊勢蛤をあつものとする。御飯は、半白米で

あった。汁物は、尾張大根の輪切り。なますは、

小鰯の干したものに大根を削ったものを入れて差

し上げる。この年以降、流浪は無し。 

 

尾張津島天王祭 

 尾州津嶋祭は、舟を飾り、十一党の家紋を描い

た幕を引く。同国佐屋村に、台尻大隅守という剛

の者がいて、良王の敵であった。この祭の始まり

は、台尻を討ち取るための計策であった。 

 天王社の祭の時、大隅守は一族を催し、舟を飾

って津嶋に押し渡って来た。十一党の舟のうち十

艘は津嶋にあり、一艘は市江村にあった。 

 大隅守はこの計略を知らず、一族を一艘の舟に

乗せて祭を見ていた。前後から台尻の舟を取り巻

いて、鬨の声をあげて大隅守の舟を討ち沈めた。

大隅守の一族は残らず討たれ、水に溺れて死んだ

者が多かった。「後世に至るまで『ダンシリ討ち』

と囃すように」との良王の命によって、毎年囃子

が変わることはない。 

 

良王君に従った人々 

○蓮台寺某阿 

 相模国藤沢の遊行の弟子。良王の御供で尾州  

津嶋に居住した。蓮台寺を建立。 

○吉野から尹良親王に従った僧 

 天王の社僧となった四筒寺。明星院、実相院、

宝寿院、観音院は良王の祈願所。 

○一品征夷大将軍尹良親王 

 応永 31 年（1423）8 月 15 日、信濃国大河原に 

於いて逝去。大龍寺殿と号す。尾張国海部郡門真

庄津嶋天王社の境内にある若宮。永 8年（1437）6

月 15日、十一党の者が社を建てて祀った。津嶋の

大龍寺は、親王の御菩提所。 

○良王君 明応元年（1492）3 月 5 日逝去。御年

78。瑞泉寺殿。同 3年 3月 5 日、天王社の境内に

社を建て、御前大明神と称する。 

 

大龍寺所蔵三古文書と良王君 

津島牛頭天王社(素戔嗚尊・武塔神）とのかかわり 

牛頭天王は欽明天皇の時代、光を現す。神託に

「我は素盞烏尊なり。この所にましまして、日本

の総鎮守と成るべし」という。そこで、社を建て

て崇め奉る。最初に現れて鎮座した場所を居守と

呼ぶ。素盞烏尊は天照大神の御弟で、武塔天神と

も申し奉る。   

 建徳元年（1370）正月 25日、正一位を授け、日

本総社と号す。牛頭天王、八王子、一王子を津嶋

三所（三卿）という。弘和元年（1381）の冬、勅

命を奉って、大橋三河守定省が造営したのが今の

宮地である。 

 

尾張津島天王祭は牛頭天王を喜ばす祭 

「西の八坂、東の津島」 

牛頭天王信仰は、民衆の切実な願い。 

疫病は牛頭天王の荒魂（あらみたま）が起こすと信じ

られていた。 

荒ぶる神が優しい神（和魂にぎみたま）になれば、疫

病が起きない。 

牛頭天王を慰め、楽しませるようにしました。そ

の方法は読経・歌舞・音曲・走り馬など。 

 

○素戔嗚尊が始めた(真野時綱『尾州津嶋天王祭

記』） 
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次回例会 

 第 3039 回 ’15年 11 月 27 日（金） 

卓話担当：浅井賢次君 

演  題：「私と社会奉仕」 

お知らせ 

■役員・理事・委員長忘年会 

 と き：12月 4日(金)18：00 

 ところ：名古屋 浅田(セントラル 

タワーズプラザ 12階) 

 

■例会変更 

 12月 18日(金) → 12 月 13日(日) 

≪クリスマス家族例会≫ 

時間：17：00～19：00 

場所：名古屋マリオットアソシアホテル 

   16階タワーズボールルーム 

○後鳥羽上皇の時代に神のお告げ(『市江祭記』） 

○南北朝時代に始まった（津島神社・鉄燈籠の碑

文） 

○永享８年(1436)台尻大隅守(黒宮)を討ち取った

(『浪合記』） 

○『大祭筏場車記録』大永 2 年(1522)車楽舟の置

物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦活動委員会 

堀田力男親睦活動委員長 

11 月 18 日夜、名古屋マリオットアソシアホテ

ルで、クリスマス家族例会の試食会をしました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11 月 19 日（木）、桑名ＣＣでゴルフ会が開催

され、11人が参加。篠田廣君が今年度 2度目の優

勝をしました。12月は 10日(木)に開催予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 篠田 廣 40 38 78 4 74 

2 位 児玉 昭 56 49 105 28 77 

3 位 浅井彦治 46 47 93 14 79 

 

←伊藤幸蔵副会長 

 

山田章博君 

←生田達一君 

のびのびストレッチ 

さわやか～な 

ロータリーソング 

服部貴青少年奉仕

委員長 

堀田力男親睦活動委員長 

本日のメニューは

和定食 

 美味しい

から、 

合格！ 


