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本日の行事予定 (2017 年 3 月 3 日) 

第 3097 回例会 

卓話担当：中村陽介君 

演  題：「金融の歴史と私」 

 
先回の記録 

第 3096 回 ’17 年 2 月 24 日（金）晴れ 

卓話担当：伊藤祥文君 

講  師：津島ガイドボランティア 

      会長   大橋忠彦氏 

      会長補佐 岩崎勝明氏 

演  題：「下街道・上街道の 

名所を歩く」 

ストレッチ体操 加藤則之君 
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  松本浩義君 
会 員 総 数    67名  2月 3日例会分訂正 
出席免除会員    22名   欠 席 会 員    10名 
本日出席会員    56名   MAKEUP会 員     7名 
本日の出席率  83.58％  訂 正出席 率  98.46％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、堀田力男君、飯村理
君、猪飼充利君、伊藤誠君、伊藤基君、加藤隆朗
君、三谷栄一君、佐藤敬治君、杦田勝彦君、鈴木
吉男君、田中正明君、寺島淳一君、山田勝弘君（第
10回役員・理事・委員長会議） 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

身近な家庭内での問題も

驚くべき統計があります。

2013 年の世界保健機関（Ｗ

ＨＯ）の報告によれば、女性

に対する暴力として最も多

いのは、夫や交際相手といっ

た親密なパートナーによる

暴力であり、世界の女性の

30％が被害に遭っています。さらに、女性殺害事

件の 38％が、親密なパートナーによるものです。 

ニュージーランドでは、毎年十数人の女性がパ

ートナーまたは元パートナーによって殺害されて

います。オーストラリアでは、平均で毎週 1 人の

女性が殺されています。メアリーバラ・ロータリ

ークラブ（オーストラリア）は、多面的なアプロ

ーチで地域の人びとの家庭内暴力に対する見方を

変え、前向きな反応を引き出しています。

「#SayNO2familyviolence（家庭内暴力反対）」と

いうソーシャルメディアのキャンペーンとして始

まったこの取り組みは、地域密着型の啓発プログ

ラム「SAFE」へと発展。さらに数百万人を対象と

する広報イベントへと拡大し、家庭内暴力を調査

する王立委員会でこのプログラムについて発表す

る機会も与えられました。「SAFE（Support＝支

援、 Advice ＝助言、 Facilitation ＝援助、 Early 

Intervention＝早期介入）」モデルは、地域社会の

一人ひとりが家庭内暴力対策において役割を担う、

連携型アプローチです。同クラブでキャンペーン

を担当するゲイリー・ヒギンズさんは、これを「世

界中に適用できるプログラム」だと言います。 

ベンディゴ・ロータリークラブ（ビクトリア州）

のラリー・ウィンザー会長は「災害に見舞われた

とき、ほとんどの人は保険をかけているので被害

が補償されます。家庭内暴力にはそのような保険

がありません。だからこそ、人生をやり直そうと

している人にとって、ロータリーのような奉仕団

体からの支援が大きな違いをもたらすのです」 

あるロータリークラブ会長は「ポリオ撲滅など

絶対に無理だと思われていた時代に、ロータリー

はポリオをなくす活動を始めたのです。それなら、

家庭内暴力の撲滅にも貢献できるはずです」とい

う発言もあります。身近な近隣の国々の国際的な

問題である、分断国家の朝鮮半島の歴史や、大国

中国・台湾の「一つの中国」思想等々近隣の国々

の背負っている問題も、日本のロータリアンとし

て見識や配慮が必要だと思います。しかしもう一

方で、地域に起きている身近な問題についても目

を向ける必要性はあると思います。とりわけ自分

の家庭内の治安が毎日の大切な生活には重要であ

ることは言うまでもありません。 
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幹事報告 

田中正明幹事 

 本日、地区委員の委嘱状を

お渡しいたします。 

 次週 3 月 3 日、例会終了後

に理事会を開催いたします。

該当の役員・理事・委員長

の皆様には、ご出席くださいますようよろしく

お願い致します。 

 今年度、第 18 回西尾張分区ロータリークラブ

美術展が開催されます。ハガキ形式のご案内状

をお配りさせていただきました。 

 津島商工会議所主催の「第 9 回信長の台所歴史

検定」が 3 月 19 日に開催されます。チラシを

お配りさせていただきました。「我と思わん！」

方は登録用紙が後ろの机に準備してございま

すので、是非とも挑戦していただければと思い

ます。ちなみに当クラブでは伊藤哲朗さんがこ

の上級試験に合格されています。 

 3月のロータリーレートは、1ドル 116円です。 

 
ニコボックス報告 第 3096回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

浅井彦治会長、加藤則之副会長、
田中正明幹事 ①2 月 23 日はロ
ータリークラブの誕生日でした。
②寒い中お体を大切に…。 
浅井彦治会長、加藤則之副会長、
田中正明幹事、伊藤幸蔵君、伊藤
哲朗君、伊藤誠君、伊藤基君、伊
藤祥文君、宇佐美三郎君、後藤亨

君、小林啓子君、杦田勝彦君、鶴見治貞君、寺田
晏章君、長田一郎君、八谷潤一君、山田公男君、
山本達彦君、余郷利彦君 ①津島ガイドボランテ
イア 会長の大橋忠彦さん、会長補佐の岩崎勝明さ
んをお迎えして。②2/26のおみと祭の成功を祈って。 
伊藤祥文君 本日卓話担当です。よろしくお願い
申し上げます。 
古川弘一君 チョコレートをいただきまして。 
坂井裕君 浅井賢次さんに、なつかしい写真をい
ただきましてありがとうございました。 
相羽あつ子君 『天中同窓通信』に良王君の菩提
寺瑞泉寺をのせていただきました。 
堀田力男君 娘の受験が終わりました。おかげさ
まで同志社女子中学校に通うことになりました。 
寺島淳一君、加藤泰一郎君、伊藤哲朗君、児玉昭
君、三谷栄一君、山田章博君、中村陽介君、山田
勝弘君、生田達一君、猪飼充利君、佐藤敬治君、
後藤務君、高木輝和君、野々山勝也君、大河内勝
彦君、前田昭生君、飯村理君 ウィークリーに写
真がのりまして。 
水野憲雄君、片岡鉄君、後藤務君、稲垣宏高君、
伊藤雅昭君、加藤隆朗君、横井知代君、河西あつ
子君 その他。 

 

卓 話 

卓話担当：伊藤祥文君 

講  師：津島ガイドボランティア 

      会長   大橋忠彦氏 

      会長補佐 岩崎勝明氏 

演  題：「下街道・上街道の 

名所を歩く」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下街道 

①今市場十王堂 

津島五か村にはそ

れぞれ十王堂があり

ました。ここは今市場

(東)の十王堂で江戸

時代より大きく場所

の移動はありません。これより東は出郷でし

た。ほかの十王堂の現在＝北：大龍寺(移設)、

橋詰：西方寺(移設)、下：(5 か所に分配)、

筏場：(焼失後再建なし) 

 

②興禅寺 

  津島の曹洞宗の

振れ頭で近世には

末寺が十寺あった

と伝えられ、津島

神社に祀られてい

たとされる牛頭天王像が保管されています。 

 

③貞壽寺 

  浄土宗の尼僧学校の役

割を持っていて、この寺

で修行した尼僧たちが全

国の同じ宗派の尼寺に赴

きました。津島で一番風

雅な寺と言われています。 

 

④大土社 

  津島神社の境外摂

社の一つで、今市場

の産土神として崇め

られています。今市

場の秋祭り（大中切、

小中切、朝日町）はこの神社の祭礼です。大

正末に現在のような合同(七切り、向島、今市

場、石採)の祭りになりました。 

 

岩崎勝明氏  大橋忠彦氏 



     

 

- 3 - 

第 3097 回例会                                                               

⑤妙延寺 

  日蓮宗のお寺で加藤清

正が文字を習いに来てい

た時に、手習いの紙を干す

のに使用した双紙掛けの

松が昭和時代まで残って

いて、現在は本堂の近くに二代目が植えられ

ています。ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」で、

妙延寺が少し取り上げられました。 

 

⑥辻 

  津島の道路

の起点になる

元標がポスト

の横にあり交

通の要所でし

た。左は巡見街

道、直進は筏場、左は下街道で道幅はほぼ同

じでした(今市場のみが拡幅されています)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦本町の町屋(渡辺家) 

  数年前、江戸後期

に建てられた状態に

戻された建物で、屋

根は「むくり」屋根

で高貴門(児子門)が

あります。 

 

⑧橋詰三叉路 

  下街道、上街道の

始点で手前が下街

道、右が上街道で真

ん中が津島神社へ

の参拝道で、この先

には天王川が流れていて天王橋(長さ 120ｍ

で日本最初の有料橋)が架かっていました。信

長が桶狭間の2年前(弘治4年=永禄元年、1558

年)に橋の上で天王祭見物をしたという記録

が残っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上街道 

⑨成信坊 

  津島で一番

大きなお寺で

浄土真宗です。

江戸時代には

備前検地、切支丹の絵踏みなどがこの場所で行

われました。この付近が昔の面影を残している

場所として貴重な区域です。 

 

「延享の絵図」は、延享 4 年(1747)

の大火で津島の 6～7 割が焼失した後

に焼ける前の姿を絵図にしたもので、

さらに神社関係者の住まいが住宅地

図のように詳細に描かれている。天王

川の流れていた時代の川、町、街道の

様子がよくわかり、この 30 年ほど後

に天王川は締め切られた。 
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次回例会 

■第 3098 回 ’17年 3 月 10 日 (金) 

卓話担当：堀田力男君 

講  師：音楽家 正水百代氏 

演  題：＜気軽に楽しむ音楽会♪＞ 

～30分で行く音楽世界旅行～ 

お知らせ 

■第 1回次年度役員・理事・委員長会議 

と き：3月 6日（月）18：00 

ところ：朝日寿し 

 

■第 18回西尾張ロータリー美術展 

と き：3月 14日(火)～20日(月・祝) 

    9：30～16：30(17：00閉館) 

    ※14日は 13：00～ 

     20日は 16：00まで 

ところ：稲沢市荻須記念美術館 

その他：津島ＲＣ関係より 3名が出展 

     

⑩市神社 

  大市姫命・大歳神・宇

賀魂神を祀る津島神社

の境外末社で、秋祭の七

切祭はこの神社のお祭

りです。 

 

⑪大龍寺 

  浄土宗のお寺で津島

の伝説的な良王君の父

上「尹良(ゆきよし）」親王

が祀られ、法名「大龍寺

殿」より寺の名前の由来

となっています。北の十王像が移設され祀られ

ています。 

 

⑫雲居寺 

  曹洞宗のお寺で桶狭

間で今川義元に一番槍

を付けた服部小平太の

位牌が安置されていま

す。小平太は後に豊臣秀

次の重臣となり、伊勢で三万五千石を領しまし

たが、秀次事件の連座して切腹しています。境

内には五百羅漢堂もあります。 

 

⑬不動院（旧正覚院） 

  勝幡織田家の迎賓館

的な役目を果たした寺

で、ここで催された連歌

の会には織田信秀も参

加しています。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
トピックス 

 『ロータリーの友』3月号の縦書き「友愛の広場

(FRIENDSHIP PLAZA)」17 ページ(P.60)に、「台北

滬尾ＲＣ姉妹締結更新訪問」というタイトルの記

事と写真が掲載されました。 

昨年 10 月 26 日に姉妹クラブの台北滬尾ＲＣと

の姉妹締結更新のために、津島ＲＣから 10人の会

員が訪問して交流した時の報告を、寺島淳一国際

奉仕委員長が投稿してとりあげられたものです。 

 全国版の『ロータリーの友』に載って、両クラ

ブの友情あふれる国際交流を知っていただくとと

もに、今年 4月に台北滬尾ＲＣを訪問する時の「お

土産」ができました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤則之副会長 
松本浩義君 

中村陽介君 

相羽あつ子君に 2017～18年

度地区インターアクト委員

の委嘱状が手渡されまし

た。 

 これ以上

首が曲が

らんわ… 


