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本日の行事予定 (2016 年 8 月 5 日) 

第 3071 回例会 

≪会員増強・新クラブ結成推進月間≫ 

卓話担当：会員増強委員長 相羽あつ子君 

講  師：地区会員増強委員会委員 

      松林信吾君（半田南ＲＣ） 

演  題：「会員増強とクラブの多様化」 

 
先回の記録 

第 3070 回 ’16 年 7 月 29 日（金）晴れ 

卓話担当：住田正幸君 

講  師：愛西市学芸員 石田泰弘氏 

     屯倉社 大鹿吉明氏 

演  題：「一時上臈(いっときじょうろう)と 

屯倉(みやけ)まつり」 

ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」 
ソングリーダー 伊藤基君 
ストレッチ体操 山田章博君 
会 員 総 数  67名    7月 8日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  56名    MAKEUP会 員     9名 
本日の出席率  83.58％  訂正出席 率  98.41％ 
超 過 報 告 浅井彦治君、田中正明君、服部貴
君、伊藤基君、水野憲雄君、中村陽介君、鈴木吉
男君、寺田晏章君、宇佐美三郎君 (天王子ども塾
第 1部)、浅井彦治君、田中正明君、服部貴君、滝
川林一君(中西里緒さんお出迎え)、浅井彦治君、
加藤則之君、田中正明君、三谷栄一君、伊藤幸蔵
君、服部貴君、滝川林一君(里緒さん＆マライア市
長表敬訪問) 、浅井彦治君、田中正明君、三谷栄
一君、伊藤幸蔵君、山本達彦君、服部貴君、後藤
務君、幅辰雄君、佐藤敬治君、篠田廣君、滝川林
一君、山田勝弘君(里緒さん＆マライア歓送迎会) 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

本日は東日本大震災の思い出をお話しいたしま

す。震災は 2011 年 3 月 11 日(金)14 時 46 分に発

生しました。当時私は、4 月から社団法人愛知県

薬剤師会の会長を務める時でもあり、日本薬剤師

会へも出向していましたので、2 日前の 3 月 9 日

には東京四谷の日薬会館におり、大きな揺れを記

憶しています。 

地震発生後、愛知県下で

は現地への支援問題をどう

するのかという声が大きく

なって参りまして、愛知県

薬剤師会はどのような対処

をするのか地区薬剤師会か

ら引っ切りなしの問い合わ

せが押し寄せてきました。

速やかに愛知県薬剤師会会

館に対策本部を作り、社団

法人日本薬剤師会と連絡を

取りながら、県内の対策としては 500 万円の寄付

を中日新聞社に持参しました。医師会からは医薬

品の供給をされたと思います。 

その後、日薬の指示で東海四県は福島県担当と

なり、現地の派遣薬剤師をまとめる役が参りまし

た。数ヶ月の間毎日 5〜6人の薬剤師を派遣いたし

ました。第一陣は愛知県薬剤師会が使用している

営業用のバンに、職員の薬剤師とボランティアで

参加された薬剤師の 4 人と荷物や一般薬を一杯に

乗せて東名高速道路を行く計画でした。現地に着

いたのは丸一日後で、何とか無事に役割を果たし

ていただきました。とても車で高速道路での応援

はやめてほしかったので、東京までのアクセスが

可能になってからは費用を捻出して、新幹線で東

京まで行っていただいて、東京に営業車を置いて

おきそれに乗り現地入りしていただくようにし、

福島までアクセス可能になれば、現地に営業車を

置いて避難所巡りに利用していただきました。か

なり喜ばれました。 

ボランティアの先生方にも色々ありまして、5

日程度の計画だったのですが 20 日経ってもまだ

私は頑張りますと言われて帰って来られないこと

がありました。 

また中には気の強い先生が「本当は来たくなか

ったけれど仕方なく来ました」と現地のボランテ
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ィアの会合で話したことが問題になり大変な非難

を受けました。本音であったとは思いますが、ち

ょっと言い過ぎではと思いました。 

派遣が終了してから日薬からの支援金が支給さ

れたので配布しようと思い、お伝えしたらボラン

ティアの先生方に「お金を貰う心算ではないので

いただくわけにはいかない」と反対に息巻かれて、

結局愛知県は日薬からの支援金を返還することに

なりました。 

私は基本的に対策本部勤務でしたが、5 月頃に

緊急対策会議が福島県の薬剤師会館で開催され出

向く機会がありました。自分の親族や薬局店舗を

津波にのみこまれたメンバーが同席した対策会議

に出席して、悲壮感のある中での問題が山積みの

会議です。さすがに緊張感で冗談は言えるもので

はありませんでした。 

その災害時の経験は非常時の対応として多くの

勉強になりました。担当した福島県は原発問題を

始め色々な話題があり、復旧には大きな壁があり

ました。悲惨な内容や現在も進まない復興に向け

て努力している現地の人の事を思うと忸怩（じくじ）

たるところはぬぐえません。 

現地の被災された家族にとって最後の助けにな

るのは生命保険だと思います。歯科医師会の先生

方の死亡確認の作業は本当に意味のあるものだと

再認識致しました。 

その年の10月9日に通常に予定していた日薬学

術大会の代わりに、東日本大震災復興記念式典シ

ンポジウムが仙台で行われました。講演者は当時

石巻赤十字病院の医療社会事業部長であり災害医

療コーディネーターの石井正先生でした。そのこ

ろから防災システムに災害医療コーディネーター

制度が普及しました。緊急時に役に立ったのはや

はり近くの仲良くしている関係者だと力説されて

いました。医療の基本は同じだと思います。 

南海トラフ地震対策が叫ばれる中、身近な防災

の内容のまとめられ

た非常に良い内容の

津島市のハザードマ

ップを紹介して本日

の挨拶といたします。

本日もヨロしくお願

いいたします。 

 
 幹事報告 

田中正明幹事 

 本日、臨時総会を開催し 

ます。総会資料といたし  

まして、2015～2016年度

の貸借対照表と決算書、

本年度 2016～2017 年度

の予算書をお配りさせて

いただきました。よろし

くお願いいたします。 

 台北滬尾ＲＣ訪問日程を調整しておりました

が、10月 27日～29日に決まりましたので、10

月 21日を通常例会、29日を休会に変更させて

いただきます。念のため新しい卓話担当表をお

配りさせていただきました。ご確認ください。 

 8 月のロータリーレートは 7 月に引き続き、1

ドル＝102円です。 

 次週 8月 5日の例会終了後に役員・理事・委員

長会議を開催いたします。関係の皆様にはご準

備とご出席いただきますようよろしくお願い

申し上げます。 

 
ニコボックス報告 第 3070回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

浅井彦治会長、田中正明幹事 

①石田泰弘様、大鹿吉明様をお

迎えして。②本日、決算総会を

よろしくお願いします。③ウィ

ークリーに写真が載りまして。 

加藤則之副会長 ①今日は公

務で一宮の七夕へ行ってきま

す。欠席で申し訳ありません。

②伊藤幸蔵君(パスト副会長)にお世話になります。

③石田泰弘様、大鹿吉明様をお迎えして。 

住田正幸君 ①本日卓話を担当します。②講師に

石田泰弘氏、大鹿吉明氏をお迎えして。 

伊藤哲朗君、伊藤祥文君、宅見康悦君、寺島淳一

君、八谷潤一君 本日の卓話講師に石田泰弘氏と

大鹿吉明氏をお迎えして。 

服部則仁君 会場委員会の副委員長です。はじめ

ての司会をさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

山本達彦君 前年度決算で単年度黒字の結果とな

りました。これも三谷会長のおかげと感謝してお

ります。 

前田昭生君 今日は会計担当として最後の決算報

告です。よろしくお願いします。これで安心して

病気ができます。 

水野憲雄君 ＲＣゴルフ、高木さん素晴らしいで

す。優勝おめでとう！ 

野々山勝也君 高木さんには恐れいったわ！ 

髙木輝和君 ロータリーゴルフに優勝しました。

これが最期の最後です。 

幅辰雄君 ゴルフ例会で高木さんの 6 インチプレ

ーにまけて 2位になりました。 

後藤務君 ①メキシコ工場が立ち上りました。夜

勤はできないそう。②群馬工場は順調に生産を行

っています。スバルのハンドルマークも生産して

います。 

鈴木吉男君 天王祭、天候に恵まれ無事終了しま

した。プレイベントも天王通りに多くの人々が詰

めかけ津島の活性化につながる一助になればと思

います。 

宇佐美三郎君 天王祭が終わりほっとしています。 
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後藤亨君 天王祭の時､浅井会長と伊藤幸蔵さん

にお世話になりました。 

浅井賢次君 ①夏の天王祭、盛大に行われ伊藤宮

司さん他関係者の皆さんご苦労様でした。事務局

の庄司さん、佐藤さん大変お世話になりありがと

うございました。②伊藤哲朗君、遅まきながらミ

ャンマーから無事帰国おめでとう。 

中野義光君 空手の教え子が清林館高校からイン

ターハイ出場、明日から山口県へ行ってきます。 

相羽あつ子君 ポケモンＧＯのスポットになっち

ゃいました。 

伊藤誠君 伊藤哲朗さん、ありがとうございます。 

相羽あつ子君、猪飼充利君、生田達一君、伊藤幸

蔵君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、片岡鉄君、後藤

亨君、小林啓子君、佐藤敬治君、高木輝和君、寺

島淳一君、中村陽介君、安江正博君、山田公男君、

横井知代君、余郷利彦君、吉田康裕君 絶好の日

和、大成功の天王祭、次は世界遺産を願って。 

古川弘一君、山田章博君、児玉昭君、後藤亨君 ウ

ィークリーに写真が載りまして。 

伊藤哲朗君、篠田廣君、中野義光君、河西あつ子

君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：住田正幸君 

講  師：愛西市学芸員 石田泰弘氏 

     屯倉社 大鹿吉明氏 

演  題：「一時上臈(いっときじょうろう)と 

       屯倉(みやけ)まつり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石田氏【地域をつなぐ歴史】 

～三宅の津島元宮伝承を検証する～ 

 

１)三宅という地域 

  ゼロメートル地帯の北辺部で現在の稲沢市平

和町の一部。屯倉に由来。三宅城。 

 

２)屯倉址 

「屯倉」は『日本書紀』の表

記。『古事記』・『風土記』・木

簡では「屯家」「御宅」「三宅」

「三家」とも表記。ミヤケの

ミは敬語、ヤケは家宅。ヤマ

ト政権の直轄地経営の倉庫。

大和朝廷の直轄領も含めて屯倉と呼称。大化

の改新で廃止。入鹿屯倉と間敷屯倉。 

津島元宮伝承 

『尾張志』 

 天王ノ社。三宅村にあり、この地巨石多き

内に一ツの大石高さ三尺五寸はかり、横二尺

五六寸ありて足跡の形あるを里老の伝へに素

戔烏尊の足跡といひ又津しまの牛頭天王はし

めてここに居給ひしが洪水に流れ今の津島に

至りたまひしよしいへり、其實否定かならね

と今津島元宮といひならへる也。 

『尾張名所図会』 

 牛頭天王社。三宅村にありて、惣氏神とす、

今津島にいます牛頭天王、はじめに此地に居

給ひしが、洪水に流れて、津

島にうつり給ひしといひ伝

へ、こゝを津島の元宮と呼べ

り。 

ストーンサークル：黒板勝美 

博士の学説。こうず石（河戸 

石）。尾張における巨石分布。 

 

３)三宅廃寺 

  ７世紀後半の寺院。出土文字瓦「各田部(ぬか

たべ)寺 

飛鳥苑池遺跡木簡発見(678年)。内容は、「尾

張海評津島五十戸韓人部田根、舂赤米斗加支

各田部金」とある。 

 

４)伊久波神社  式内社 

 

５)長福寺 

  830年創立、牛頭

天王の別当職。 

・平手政秀の弟で

ある平手政利

(野口政利)が、

平手政秀の割 

腹自殺後にこの地に朽ち果てた廃寺を中興し

て、その子孫野口家、杉本家、杉家が菩提寺

として祀り現在に至る。 

・かつては 12坊を擁した大寺院 

  成就院＝長福寺。宝寿院・明星院・実相院・

観音坊の 4坊は津島移転。社僧「長福寺記録」  

・水天宮。仁王門。 

 

６)一時上臈 

  旧正月 26 日御贄

祭。三宅社人や里

人が此日神事を

執行。里人の子女

が巫女として、昇

殿して奉仕する

ことから「一時上

臈」。吉田家より

装束御免。 
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次回例会 

 第 3072 回 ’16 年 8 月 12 日（金） 

卓話担当：安江正博君 

講  師：津島市立図書館副館長 

       園田俊介氏 

演  題：「天王川公園の開設と挫折 

       ～激動の大正期津島町～」 

お知らせ 

■津島ＲＣ事務局夏季休暇 

 8月 13日(土)～17日(水) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７)三宅まつり 

  屯倉天王夏祭。別名

「つねり祭」。悪病平

癒と豊年祈願。天王信

仰。屯倉村祭囃子。「道

行囃子」・「おかめ囃

子」・「豊年囃子」 

 

 

 

 

 

 

 

  

大鹿氏 

三宅祭というのは屯倉(とんそう)天王祭と言いま

して、今は 7 月の第 4 土曜、日曜の津島川祭の翌

日に行っております。 

三宅は下と中と上、観音堂の 4 地区からなって

おり、約 300 戸でこの天王祭を行っています。戦

前はにぎにぎしく行われていたようです。戦後は

都市化になって（地域の人たちの）働く形が農村

からサラリーマンになって、祭の主役である青年

団が 1地区に対して横笛 20本、太鼓 2つ、提灯数

人という大人数ですので、なかなかできなくなっ

てしまった。

そこで祭囃

子保存会を

結成して、や

ぐらを作っ

て細々と運

営してきま

した。 

昨年、その祭囃子保存会も解散しまして、祭囃

子も当面中断ということで神事だけ行っている状

態、風前の灯というのが現状であります。なんと

か昔みたいに祭をにぎにぎしくしたいなと思って

いる次第であります。 

 平成 15 年までは正月 25 日、新暦では 2 月 25

日に屯倉社で御贄の祭を催行して、26日に津島神

社へ神事を奉納、2日間やりました。 

 

臨時総会 

 2015～16 年度決算はお配り

した書類の通りです。見ておい

てください。(前年度までの会

計・前田昭生君より) 

 2016～17 年度予算はＷＦＦ

の科目を追加しました。(田中

正明幹事より) 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

伊藤幸蔵直前副会長 

服部則仁会場副委員長 

野々山勝也親睦

活動副委員長 

高木輝和君 

寺島淳一国際奉仕委員長 

 初めて司会をつとめ

させていただきます 

 台北滬尾ＲＣ訪

問について…。

時間がないので

以上です。 

 卓話時間に食い

込んどる！ 

 夏バテ、 

気をつけ

てちょ！ 

前田昭生君 


