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本日の行事予定 (2016 年 1 月 29 日) 

第 3047 回例会 
卓話担当：中野義光君 

講  師：愛知県津島警察署長  

警視 富田敏弘氏 

演  題：「津島署管内における犯罪、 

交通の情勢について」 

 
合併号 

先々回の記録（例会） 

第 3045 回 ’16 年 1 月 15 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリ≫ 
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  66名    12月 13日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    16名 
本日出席会員  50名    MAKEUP会 員     9名 
本日の出席率  75.76％  訂 正出席 率  98.36％ 
超 過 報 告  三谷栄一君、山本達彦君、篠田廣
君、服部貴君、加藤泰一郎君、鈴木吉男君（ホス
トファミリー引き継ぎ会） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

1 月 15 日は小正月と言い

ます。そこで、小正月の話を

したいと思います。 

1月 1日を大正月（おおしょ

うづき）と言うのに対して、1

月 15 日を小正月（こしょうが

つ）と言います。厳密には、14日の日没から 15日

の日没までを言います。なぜ大小二つの正月があ

るのでしょうか。大昔の日本では、月の満ち欠け

によって満月から満月までを 1 か月としていまし

た。昔の人は満月をめでたいものの象徴としてい

たようで、この日を月の初めと考えていました。

そこへ、新月から新月を 1 か月とする新しい暦が

中国から入ってきて、時の政府によってそれが公

の暦となり、朔旦（さくたん）正月が正式な 1年の初

めとなったのです。新しい暦では一日を「朔（つい

たち）」と書き、月は新月のため太陽に隠れて見え

ませんが、十五日には満月となり、その日を「望

（もち）」と書きます。 

しかし、一般庶民のあいだでは古い暦がいつま

でも生きていて、十五日も望（もち）の正月として

祝（いわ）われてきました。そこで、元日を（もち）

大正月、十五日を小正月と呼ぶようになったので

す。また、元日から十四日まで（現在では七日ま

で）を「松の内」と言うのに対

して、十五日から月末までを削

り花やまゆ玉飾りがあるあいだ、

という意味で「花の内」という

言い方もします。大正月（おおし

ょうづき）が正式の正月となるにつれて、小正月は

豊作を占ったり、鬼追いをやったりと、大正月と

は違う特殊な行事が中心になりました。小正月の

行事は、農耕に結びついて各地にいろいろなもの

が残っていますが、大きく分けると次の 3 つに分

類できます。 

小正月の第一の行事は、1 年間の農作業が順調

に進み、秋には豊作となるよう祈るためのもので

す。豊作の秋を迎えることができますように、そ

んな祈りを込めて、『餅花』を飾りました。元々

は、ヤナギなどの枝に、紅白の餅（団子）を小さ

く切って刺したものでしたが、時代の流れととも

に、黄色や緑色などに着色した餅が、飾られるよ

うになりました。花餅以外の行事として、東北地

方に、広く伝わる行事として、「庭田植え（にわた

うえ）」や「皐月（さつき）祝い」と呼ばれるものが

あります。これは、雪原（せつげん）を田んぼに見立

てて、稲わらや松葉などを植えることで、秋の豊

作を祈願します。 

二つめの意味は吉凶占いです。大正月（おおしょ

うづき）の雑煮、七日正月の七草粥と同じように、

小正月には小豆粥（あずきがゆ）を食べる風習があり

ます。うるち米に小豆（あずき）を混ぜて炊いた粥

に、多くの場合、粥柱と言って餅を入れて食べま

す。小豆粥（あずきがゆ）には特別な力があって、こ
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れを食べると、1 年間、病気や災難から守られる

という信仰がありました。また、粥の炊きあがり

方によって、その年の農作物の作柄を占う重要な

神事があったことなどが、小正月に小豆粥を食べ

るようになった理由のようです。 

三つめの意味は悪霊払いで、い

までも全国的に行われているドン

ド焼きはドンドとも言われ、村人

が共同して氏神様の境内やドンド

場で大きなたき火をし、大正月に

飾った門松や注連縄（しめなわ）、正

月の書き初めなどを各家から持ち寄って焼く火祭

りの行事です。ドンドの火にあたると若返るとか、

ドンドの火で焼いた餅を食べると 1 年間病気をし

ないとか、ドンドの燃えさしの木切れを家の周り

に刺しておくと虫除けになるとか、天井に燃えさ

しをつるしておくと火事にならないといったよう

に、各地にいろいろな言い伝えが残っています。 

また小正月は、お嫁さんが里帰りをしたり、大

正月には忙しく立ち働いた女性たちもひと休みす

ることができるので、「女正月」とも言われます。

さらに後には、小正月のドンド焼きの火を、年神

を天に送り返す火と見るようになり、これをもっ

て正月の終わりと位置づける見方も生まれてきま

した。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 先回の新年初例会は、皆

さんお疲れ様でござい

ました。津島神社よりい

ただいた絵馬とこよみ

をどうぞお持ち帰りく

ださい。 

2. 本日はクラブアッセン

ブリです。各委員長の皆様よろしくお願いい

たします。会報の原稿をまだ提出していない

方は、週明けの 18日までに事務局へお送りく

ださい。 

3. 本日、下期の会費請求書と会員証をお配りし

ました。すみやかにお振り込みくださいます

ようお願いいたします。 

4. 本日例会終了後、役員・理事・委員長会議を

開催いたします。該当の方の出席をお願いい

たします。 

5. 『ガバナー月信』1 月号を回覧いたしますの

でご覧ください。 

6. 2 月 6 日(土)ＩＭの二次会の案内を配布いた

しました。ＩＭ会場のすぐそばの会場ですの

で是非ご参加の程宜しくお願いいたします。 

7. 次週例会は堀田新五郎商店様への職場訪問例

会です。12：10レストラン天王佐屋本店への

集合になりますので、お間違えのないように

お願いいたします。 

 
ニコボックス報告 第 3045回分 

岡本康義ニコボックス委員 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、

山本達彦幹事 ①本日はクラブ

アッセンブリです。役員・理事・

委員長の皆様よろしくお願いし

ます。②新年初例会、懇親会に

は多くの皆様に出席いただきあ

りがとうございました。 

三谷栄一会長 あと半年間よろ

しくお願いいたします。 

寺島淳一君 本日クラブアッセンブリのクラブ奉

仕委員会の進行をさせていただきます。よろしく

お願いします。 

大河内勝彦君 先回の新年初例会では皆様のご協

力に感謝いたします。（会場委員会より） 

猪飼充利君 来週の例会は職業奉仕委員会が担当

します。12：10 レストラン天王へ集合ですので、

よろしくお願い致します。 

浅井賢次君 ①晴天に恵まれたお正月、今年は良

き年になりますよう祈ります。②皆さん、今年も

頑張りましょう。事務局に大変無理を言いました。

③写真が載りました。 

伊藤祥文君 お陰様にて正月はお天気に恵まれ、

大勢の方にお参りいただきました。 

滝川林一君 新年初例会を欠席しました。 

高木輝和君、鶴見治貞君、服部貴君、伊藤幸蔵君、

安江正博君、佐藤敬治君、山田勝弘君、稲垣宏高

君、山田章博君、田中正明君、佐藤雅彦君、野々

山勝也君、矢田潔君、幅辰雄君、飯村理君、相羽

あつ子君、加藤則之君、坂井裕君、浅井彦治君、

服部則仁君、水野憲雄君 ウィークリーに写真が

載りまして。 

住田正幸君 ウィークリーに写真が載っていませ

んでした！ 

八谷潤一君、加藤則之君、河西あつ子君、岡本康

義君 その他。 

事務局 Ｍ.Ｓ. 新年懇親会のじゃんけんを勝ち抜

いていい初夢をいただきましたので、ニコＢＯＸ

に半返しのお礼をいたします。 

 
≪クラブアッセンブリ≫ 

猪飼充利職業奉仕委員長 

9月に地区職業奉仕委員長会

議に出席しまして、毎月例会の

ロータリーソングに「四つのテ

スト」を歌いますが、どこでも

やっているのかと思ったらあ

まり多くなくて、「津島さんし

っかりしておられる」と言われ

ました。 

下期は、職業奉仕月間ということで、来週「堀

田新五郎商店」で職場訪問例会をします。創業 930
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年という、とんでもない歴史のある会社です。社

長からお話がきけますので、ぜひ楽しみにしてい

ただいて多くの方の参加をお願いします。 

 

山田勝弘社会奉仕委員長 

昨年の 9月 6日にＲ財団地区

補助金事業として、祭検定の本

の寄贈と祭検定試験を実施し、

会員の皆様のご協力により無

事に終えることができました。

また 11月 20日の例会にて、津

島市、愛西市への図書の寄贈も

無事終えることができました。 

今後の委員会事業としては彩雲館への支援（エ

コキャップ）を残すだけです。下期もよろしくお

願いします。2月 26日の卓話担当は、環境保全に

対しての意識向上、行動ができるような内容を考

えています。 

 

幅辰雄国際奉仕委員長 

上期はＷＦＦの西尾張分

区のブースがあり、商工会

議所から「つし丸君」をお

借りしました。下期で一番

大きなのはやはり台北滬尾

ＲＣ訪問で、4 月 13 日創立

10 周年記念例会に多くの方

に参加していただきたいと思います。また、次年

度浅井会長の時に、台北滬尾ＲＣとの姉妹締結の

更新がありますので、今年度中に委員会と理事会

で決定させていただく方向で考えています。 

5 月末にソウルで国際大会がありますので、行

ける方は参加いただけるとありがたいと思います。 

 

服部貴青少年奉仕委員長 

7 月 12 日と 8 月 16 日に開

催された第 15 回天王子ども

塾「祭りを学ぶ ―津島を学

ぶ、津島大好き大作戦―」、

また 9月 6日の地区補助金事

業でもある「祭検定」や「能

楽笛方の藤田六郎兵衛さん

を招いた講演会」も大成功に終わり、皆様のご協

力に感謝します。 

 津島東高校ＩＡＣは 12月に「しらさぎ福祉園」

で餅つき、管弦楽部の演奏などを行いました。 

これからはＩＡＣ例会とクラブ活動を推進してま

いりますので、津島ＲＣ会員の多数の参加をお願

いします。 

 滝川さんのお孫さんである中西里緒さんが 8 月

19日にアメリカのペンシルベニア州へ出発し、そ

の交換で8月26日にアメリカのメイン州からマラ

イアさんが来日しました。最初のホストファミリ

ー、篠田先生には 4 カ月間ご協力いただき本当に

ありがとうございました。今は第 2 ホストファミ

リーである成田家で生活しています。彼女は津島

東高校に通学し、日本の文化を学んでいます。帰

国は 7 月ですので、あと 6 カ月。皆様にはどうか

ご支援、サポートを賜りますようよろしくお願い

します。 

 

伊藤哲朗ロータリー財団委員長 

① 上期は 3名の方にＰＨＦにな 

っていただきましたが、まだ

やっていただける方があり

ましたら、よろしくお願いし

ます。今年度はベネファクタ

ーもやっていただきました。 

② Ｒ財団月間には地区委員長

に来ていただき、説明をしていただきました。

社会奉仕委員会からも報告がありましたが、地

区補助金事業の窓口をさせていただきました。

「MY  ROTARY」はもう一度確認してからお知ら

せします。 

 

稲垣宏高米山奨学委員長 

今年度奨学生のハンドさん

は、皆さんのお蔭で津島の文化

をまわることができまして、本

当にありがとうございます。米

山奨学生は 4月～3月ですので、

もう少し津島を見ていただき

たいと思っております。 

 

寺島淳一クラブ奉仕委員長 

クラブ奉仕委員会は各委員

会に自主的運営をしていただ

いており、大変優秀な委員長

さんばかりですので、上期こ

れと言って私は役割があって

ないようなもので大変ありが

たく思っております。下期も上期同様よろしくお

願いしたいと思います。 

 

堀田力男親睦活動委員長 

親睦活動委員会委員長を務

めさせていただき非常に頼も

しい委員会メンバーのおかげ

で無事に半年が過ぎました。

12 月のマリオットアソシアホ

テルでのクリスマス家族会に

は本当に多くの皆さんにお越しいただきありがと

うございました。親睦委員会はこのクリスマス会

と日帰り家族旅行が主な業務でございます。先月

の家族会の設営を第一ステップとしてこの勢いの

まま、次の設営であります日帰り家族旅行の企画

に進んでいきたいと思います。こちらの方、やや

難航しておりますが、マンネリ化しないよう委員
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会にて知恵をしぼって何かしら新しいものが皆さ

んに提供できればと思います。残り半年間よろし

くお願いします。 

 

寺島 クリスマスの住田先輩のサンタクロー

ス姿がお似合いだったかと思

います。 

 

篠田廣ロータリー情報委員長 

上期はなにもやっておりませ

ん。下期にがんばっていきたい

と思いますので、よろしくお願

いします。 

 

寺島 Ｒ情報は新入会員が入ってこないとな

かなか活動ができないということで、後ほど増

強委員長からもお話をいただきますが、篠田先

生はＲＬＩの講師もやっていたということで、

しっかり新入会員の教育ができますので、会員

増強委員会に頑張っていただいて 1人でも多く

の会員を入れていただきたいと思います。 

 

大河内勝彦会場委員長 

半年経ってやっとつまらな

いギャグで皆様を笑わせるよ

うな余裕が少しずつ出てきた

ように思います。大きな事業と

して、ちょうど先週の新年初例

会が皆様のご協力のもと、会長、

幹事に支えられて、また敬愛す

る(会場委員会の)後藤先輩、児玉先輩、矢田先輩

にもご指導賜りながら、なんとか滞りなく終える

ことができました。非常に楽しい時間を皆さんと

過ごすことができたと嬉しく思っております。 

 

坂井裕会員増強委員 

今年度の会員増強委員会

は、新入会員(純増)3名程度

を目標として活動していま

す。現在、津島ロータリー

クラブの会員数は 66名です。 

上半期は、8 月に「会員増

強・新クラブ結成推進月間」

にちなんだ卓話を、地区会

員増強委員長の光岡様をお招きし、会員増強の重

要性についてお伝えさせていただきました。 

現在まで、新しいメンバーの入会にはまだ至っ

ていませんが、候補者にあたる人物の情報収集、

また本人に直接お会いして入会の促しを続けてい

ます。 

下半期も同様に、日頃の地道な活動を続け、な

んとか目標人数を達成できるよう努めていきます。

メンバーの皆様のご協力をよろしくお願い致しま

す。 

加藤則之広報委員長 

クラブ広報委員会は、今年

度の多くの事業をリアルタイ

ムに、そして、楽しく読んで

いただけるような会報の発行

に務めています。その他、こ

れからも会員相互の親睦の情

報源となるように、またクラ

ブの内外の有用な情報も、タイムリーにお届けす

るように努めていきます。(実際には、事務局の庄

司さんたちに多大なお世話をおかけしています。

大変感謝しております) 

 上半期の主な活動としては、天王子ども塾、祭

検定、交換留学生の市長表敬訪問、ロータリー文

庫寄贈など、中日新聞やＣＡＴＶなどの報道機関

にも働きかけ、対外的にも活動を掲載してきまし

た。またクリスマス家族例会、各種月間、今後は

ＩＭ、職場出張例会、家族会などの多くの有益な

情報や親睦に寄与できるリアルな情報をお伝えす

る活動をしていきたいと思っています。 

 交換留学生に関しては、アウトバウンドの中西

里緒さんからは、毎月報告をいただいていますの

で、マンスリーレポートの掲載をさせていただい

ています。 

今後は『ロータリーの友』への寄稿や会員の活

動、地域の話題など、広く西尾張、そして津島の

情報をもっと多く発信できたらと考えています。 

委員会は、あと半年残っていますが、5 名の委員

ですので仲良く親睦をはかりながらの運営に努め

ています。皆お忙しい方ばかりですが、全員で協

力しながら運営しています。あと半年、ご協力を

よろしくお願いいたします。 

 そして、今後とも事務局の庄司さん、佐藤さん

と連携を密にし、内容の充実をはかってまいりま

す。大変お世話になりますが、どうかよろしくお

願いいたします。 

 

高木輝和ニコボックス委員長 

日頃は大変お世話になっ

ております。(クラブ計画書

では)目標が 300 万ですが、

私の目標は 400万です。年度

で費用のアンバランスがあ

りますので、ニコボックスは

ホントは 500万くらい（必要）

だと思っとります。ニコボッ

クスはその人の性格がわかるんですね。出さん人

は出さん。Ａさんのようにご理解をいただいて、

いつもＢさんからはいただいてませんが、今日多

額にいただきました。感謝します。(会報に)写真

が載っている人、ご家庭でめでたいことがあった

人は多額にちょうだいしたいと思います。ニコボ

ックス委員会は一生懸命集金をさせていただきま

すので、できるだけ投函していただきたい。年間
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予算の不足をフォローするということをご理解い

ただきまして、ニコボックスが集まらんと年会費

が値上げになるということであります。今後とも

よろしくお願いします。 

 

寺島 高木委員長がいつも門番のように座っ

てみえますが、それもプレッシャーに感じて

いただいてご投函をよろしくお願いします。 

 

宅見康悦Ｓ.Ａ.Ａ. 

クラブ計画書にあるＳ.Ａ.

Ａ.の仕事の 1 番は「例会や

会合が気品と風紀を守って

使命を発揮できるようにす

る」ですが、2～4 番は各自

が自分で読んで理解してい

ただきたい。（今年度の）前半が終わりまして「優・

良・可」でいうと「優」ですね。非常に静かで、

順調に会合が進んだということです。 

 
誕生日祝福（1月） 

山田章博親睦活動副委員長 

猪飼 充利君（ 3日）   

梶浦  興蔵君（ 5日） 

山本  達彦君（ 6日）   

稲川  明俊君（ 8日） 

片岡  鉄君（ 9日）   

中野 義光君（12日）  

松本 浩義君（28日)    

宇佐美三郎君（29日）  

飯村   理君（31日） 

 

夫  人 

田中正明夫人（ 4日）  滝川林一夫人（ 6日）  

古川弘一夫人（16日）  松本浩義夫人（16日)   

寺田晏章夫人（20日）   加藤隆朗夫人（28日）  

山本達彦夫人（28日） 

 

結婚記念日祝福 

飯村 理君（ 1日）  

大河内勝彦君(17日）   

岡本康義君（26日）  

坂井 裕君（26日） 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
先回の記録（例会） 

第 3046 回 ’16 年 1 月 22 日（土）晴れ 

≪職業奉仕月間≫ 

卓話担当：職業奉仕委員長 猪飼充利君 

講  師：堀田新五郎商店代表 堀田新五郎氏 

演  題：「創業 930 年の 
経営者が語る職業観」 

会 員 総 数  66名    12月 25日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員     7名 
本日出席会員  47名    MAKEUP会 員     5名 
本日の出席率  71.21％  訂 正出席 率    100％ 
超 過 報 告  三谷栄一君、伊藤幸蔵君、山本達
彦君、幅辰雄君、中野義光君（国際奉仕委員会） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、職業奉仕委員会の職場訪問例会で、堀

田新五郎商店さんに訪問しております。堀田新五

郎様、猪飼委員長、委員会の皆さんよろしくお願

いいたします。 

昨年 12 月の日経新聞夕刊に掲載されました堀

田新五郎さんの記事を紹介して挨拶といたします。 

 

愛知県津島市の太鼓職人、堀田新五郎さん（75）

が地域の自治会などの太鼓の修復に取り組んでい

る。少子高齢化の影響などで祭りの担い手が減少、

街の賑(にぎ)わいを失いかねない。自治会のメンバ

ーなどの修復の相談にきめ細やかに応じ、祭りと

太鼓という日本古来の文化の伝承に挑（いど）んで

いる。 

「来年の祭りに向けて、どのように修理したらい

いでしょうか」。津島市の「堀田新五郎商店」に

は各地の自治会などの人がひっきりなしに太鼓の

管理や修復に関する相談に訪れる。年に一度の祭

りが終わると、次の祭りに向けた準備が始まる。 

長良川、木曽川、揖斐川の堆積物でできた濃尾

平野に位置する津島は、かつては水運の町として

栄えた。必然的に長野県の木曽地方などから良質

な木材が集まり、昔から太鼓づくりが盛んな地域

だ。胴の部分を切り出す前の丸太に乗って遊んだ

伊藤幸蔵副会長 

年男の遠山孝義君、岡本康義君 
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り、小さな頃から周りに太鼓があるのが当たり前

の環境で育った。学生の頃から、空いた時間があ

れば太鼓の皮の張り替えなどを手伝い「太鼓の修

復などの知識はいつの間にか勝手に身についた」

という。 

地元の津島神社のほかにも、伊勢神宮や熱田神

宮など各地の名だたる神社仏閣の儀式や行事に不

可欠な和太鼓の製造や修復に係(かか)わる中でも、

自治会などの祭りに使う太鼓の修繕なども決して

おろそかにしない。 

人口の増加が続く愛知県でも、中心部を外れる

と高齢化の影響は免(まぬが)れず、小さい頃から太

鼓づくりに携(たずさ)わってくる中で「祭りの担い

てが減少している」と実感する。日本の祭りに太

鼓は不可欠な存在。「良い太鼓を提供し続けるこ

とが祭りなどの伝承文化の継承にもつながる」と

意欲を燃やす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. １月は職業奉仕月間と

いうことで、本日は職場

訪問例会です。堀田新五

郎さんには大変お世話

になります。職場訪問終

了後、レストラン天王佐

屋本店にて昼食となり

ます。 

2. 1月 23日(土)、名鉄グランドホテルにおきま

して地区新会員研修セミナーが行われます。

当クラブからは杦田勝彦君に出席していただ

きます。 

3. 1 月 23 日(土)、青少年交換学生の第 6 回オ

リエンテーションが名古屋豊島ビルにて開催

されます。交換留学生のマライアさんに参加

していただきます。 

4. 来週 1 月 29 日例会日に、16 時より津島東高

校にて第 13 回インターアクトクラブ例会が

開催されます。メークアップ対象の事業です。 

 

卓 話 
≪職業奉仕月間≫ 

卓話担当：職業奉仕委員長 猪飼充利君 

講  師：堀田新五郎商店代表 堀田新五郎氏 

演  題：「創業 930年の 
経営者が語る職業観」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日はどうもありがとうございます。太鼓の胴

で古いのは、津島神社の川祭(天王祭)で使ってい

たのが 400 年以上前の天正 4 年、一番古いのは胴

の中に字が書いてありまして、永久に消えないわ

けですね。あちらの太鼓の皮をめくると字が書い

てあります。これなんか文化文政の太鼓です。 

昔から欅の木を使ってますが、そこにころがっ

ているのが(樹齢)300 年以上経っている木なんで

すけど、重いです。大きな太鼓はアフリカのカメ

ルーンから来ています。通称カリンといいますが、

本来はカリンではない。この辺で神楽太鼓という

のは、カリンとか紫檀を使います。黒檀はあまり

使いません。これもだいたい 300 年くらいの歴史

はもっております。日本中でどっかの神社でお祭

りがあるというとドーンという音ですが、チチチ

チという神楽の音があります。日本中探しても、

こんな高貴な祭をやっているところはないですね。

伊勢湾台風の前までは、隣の村に負けるなと、ち

ょっとでも甲高い音を出そうという競争でした。

当日(太鼓が)破れてもやりました。 

 尾張の特徴は、10の村、20 の村でも神楽とお宮

とお寺を持っていて、これはこの辺だけで日本中

探しても、まずないですね。太鼓の新品などは胴

の中に文字を書きますので、それこそ本当のタイ

ムカプセルです。お宮さんに場所があったら欅の

木を植えといてください。金のなる木はないけど、

金になる木はあると、300 年くらい経つとあれぐ

らいのものができます。5尺あります。 

 こういう木を密伐採して売って、その金でドン

パチやります。いい例がポルポトなんです。紫檀、

黒檀、香木、宝石は元は只ですから、10年でも 20

年でもドンパチやれるわけです。今は輸出禁止に

しましたから、政府系にお願いしないとこういう

木は入ってこない。上に 4ｍほどのテーブル用の

板がありますけど、この木は製材すると横も縦も
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縮むんですよ。はじめのうち頭をかかえました。

最近はこの手の木をつかわないようになってきま

した。2 年ぐらいたつと隙間が空いて、どうにも

ならなくなります。なんとか埋め木しますが。 

 太鼓の「鼓」の字は、心臓の鼓動、鼓膜の鼓の

字、同じ動物の皮膚を叩きますから、だいたい周

波数が一緒ですから、赤ちゃんでも傍で太鼓を叩

いても別にビクッともしない。先ほども大きな音

が出ましたが、かなりストレスがたまってたよう

で(笑)。どうぞ叩きにきてください。普通は欅、

桜…などを使います。ここにある黒い太鼓の胴く

らいの桜もあります。橡(とち)の木とかも。 

海外の皮は皮膚が粗い、国産の皮は非常に細か

い、食べ物の違いか種類の違いか、やっぱりちょ

っと違います。 

これ（台車に乗せた大きな太鼓）もここへ移転

した時に、町内の子供会にこれを持って神社へ行

けというつもりで作ってみたんですが、「堀田さん

子供会ないんですわ」ということでした。もしや

ると言うんなら、(国道)155(線)だけ渡してもらっ

て、にぎやかに神社へ行くといいんですが。台車

ごと 1 人でも引っ張っていけます。結構「藤まつ

り」のときに叩いてもらってます。1 回、バシャ

ーッと破れました。 

話をするより、よろしかっ

たら元気な方、倉庫へ行って

探索してください。実は倉庫

の中に、龍の顔に見えるよう

な年輪が出たのがありまし

て、私も数多く扱っています

が滅多にないですね。 → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「太鼓師 堀田新五郎パンフレット」より 

胴材 けやき。原木を二人輓き鋸にて芯抜きしま

す。芯材からさらに小さい胴を次々と制作します。

大寸物は山中の小屋にて作業が行われます。 

乾燥 小寸物で 1年以上、大寸物になるに従って

3～5年と乾燥期間が長くなります。自然乾燥にて

じっくり年月がかけられます。 

寒なめし 牛皮のなめし方法は寒なめしという

独特のもので強靭さは他に類を見ず、昔の素晴ら

しさは格別です。 

皮はり 太鼓造りの最終工程です。長い間の緊張

の連続もいよいよ最終段階です。 

彫り・塗り 芸能に使われる太鼓や楽太鼓など、

それぞれ伝統的な彩色や塗が施されています。火

炎などの彫りも荘厳さと伝統美が人々の心を探求

の道に導きます。 

ふさ・紐・金具 伝統的な様式の中にも現代的な

感覚が加えられてゆきます。いずれも職人の技が

冴えるところです。 

修復 長い間風雪に耐えてきた大切な宝物です

から歴史の名残をそのままに修復します。銅の表

面の仕上げ、川の張り替えなど新品同様に再生し

ます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

↑ひょいと身軽に 

「太鼓の輪くぐり」 

無病息災かも？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
どえりゃー 

大きい木だで、

樹齢は何百年 

だろな。 

 見事にくり抜いて

たいしたもんだ。 

↓太鼓、また太鼓の山積み 

2階にも大きな太鼓があるわ、あるわ！ 
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次回例会 

 第 3048 回 ’16 年 2 月 6 日(土) 

≪西尾張分区ＩＭ≫ 

時  間：18：00～19：30 

会  場：名鉄ニューグランドホテル 7Ｆ 

 

次々回例会 

第 3049 回 ’16 年 2 月 12 日(金) 

卓話担当：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 

演  題：「蜂須賀小六について」 

 

お知らせ 

■西尾張分区ＩＭ二次会 

と き： 2月 6日（土）20：00 

 ところ：さかな屋道場 

（名古屋駅西口ミタニビル 5F） 

 

 ■第 1回次年度役員・理事・委員長会議 

と き： 2月 12日（金）18：00 

  ところ：朝日寿し 

 

 

 

 
その他 

 猪飼充利職業奉仕委員長 

この冬最強寒波の最中ながら、

比較的穏やかな晴天に恵まれ、

寒いと覚悟していた堀田商店で

も、日差しをうまく取り入れた

建物のお蔭で、あまり寒さを感

じませんでした。 

太鼓見学の後は、国道 155 線

沿いのレストラン天王佐屋本店

に移動して、昼食をいただきま

した。食事の後は自由解散です

と、職業奉仕委員長が案内しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1月 28日(木)、強烈な寒波が過ぎて穏やかな小

春日和となった桑名ＣＣでゴルフ会が開催され、

10人が元気いっぱいプレーしました。優勝したの

は幅辰雄君でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月のメニュー 

 

 

 

 

 

 

 
2月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 幅 辰雄 42 44 86 10 76 

2 位 篠田 廣 42 38 80 3 77 

3 位 高木輝和 48 48 96 18 78 

 

2月  6日(土) ＩＭ（名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ立食） 

2月 12日(金) カレーライス   

2月 19日(金) 上鰻丼  

2月 26日(金) 割子弁当 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

一宮中央 RC 2/3 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

名古屋大須 RC 2/4 木 名古屋東急ホテル 

一宮 RC 2/4 木 一宮商工会議所㌱ 

あま RC 2/8 月 名鉄グランドホテル 

尾西 RC 2/8 月 尾西信用金庫本店 

稲沢 RC 2/10 水 林商事ビル 

一宮中央 RC 2/10 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

尾張中央 RC 2/10 水 名鉄グランドホテル 

尾西 RC 2/15 月 尾西信用金庫本店 

尾張中央 RC 2/17 水 名鉄グランドホテル 

名古屋丸の内 RC 2/18 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋東 RC 2/22 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋城北 RC 2/23 火 栄東急 REIホテル 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 2/24 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

名古屋北 RC 2/26 金 名古屋東急ホテル 

尾西 RC 2/29 月 尾西信用金庫本店 

 

アツアツ 1人鍋のうどん

で体はホッカホカ。 


