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本日の行事予定 (2017 年 8 月 4 日) 

第 3116 回例会 

≪ガバナー補佐訪問例会≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 3115 回 ’17 年 7 月 28 日（金）晴れ 

卓話担当：山田公男君 

講  師：愛西市観光協会理事 若山聡氏 
演  題：「尾張津島天王祭・あとの祭」 

ストレッチ体操 稲垣宏高君 
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   7月 7日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員   13名 
本日出席会員  53名    MAKEUP会 員   10名 
本日の出席率 79.10％   訂 正出席 率 96.97％ 
超 過 出 席 佐藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充
利君、相羽あつ子君、浅井彦治君、幅辰雄君、飯
村理君、伊藤誠君、加藤隆朗君、野々山勝也君、
杦田勝彦君、住田正幸君、寺田晏章君、宇佐美三
郎君、山田勝弘君、山本達彦君、安江正博君、八
谷潤一君、横井知代君（第 1 回役員・理事・委員
長会議）、佐藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充利君、
相羽あつ子君、服部貴君、水野憲雄君、田中正明
君、山田公男君、八谷潤一君、吉田康裕君（第 17
回天王子ども塾第 1部） 

 
会長挨拶 

佐藤敬治会長 

本日は臨時総会です。よろ

しくお願いいたします。 

先日の津島まつり、天気に

も恵まれ大変多くの方に観

覧に来ていただき、さすがユ

ネスコの無形文化遺産登録

の効果大であると思いました。当ロータリークラ

ブも 2日間にわたって天王子ども塾を開催し、「祭

りを学ぶ」をテーマに 60 名の子供たちが暑い中、

熱心に参加してくれました。特に朝祭には観光船

に乗船し、車楽船を間近で見ることができ、大変

いい経験ができたことと思います。 

相羽青少年奉仕委員長はじめお手伝いいただいた

方々、南小学校の浅井校長先生やボランティアの

大学生、高校生の皆さん方のお骨折りに感謝して

おります。文化の伝承という意味からも大変価値

ある企画であると、今回参加して感じ入っており

ます。 

前回例会には、五節句についてお話ししました。 

本日は五節句について食の面からお話しいたします。 

○ 1月 7日 人日（じんじつ） 七草の節句 

正月 7 日の朝に粥を入れて食べる 7 種の野草、

もしくはそれを食べて祝う行事。また、正月の

おせち料理で疲れた胃を休め野菜が乏しい冬

場に不足しがちな栄養素を補うという効能も

あります。 

 ・春の七草 せり、なずな、ごぎょう、はこべ

ら、ほとけのざ、すずな、すずしろ 

・昔の七草 いね、あわ、きび、ひえ、ごま、

あずき、みの 

七草粥は、それぞれの食材に高い栄養素が含ま

れ、体に良いことを昔の人は知っていたと思わ

れます。体に優しい七草粥を食べて、健康的な

1年を過ごしましょう。 

○ 3月 3日 上巳（じょうし） 桃の節句 

ちらし寿司を食べるようになった理由は、諸説

ありますが、一説には「なれ寿司」が原型と言

われています。これが現代ですと「見通しが良

いように＝レンコンや、マメに仕事ができるよ

うに＝豆」といった語呂に合わせた食材を乗せ

たちらし寿司へと変化していきました。 

○ 5月 5日 端午（たんご） 

邪気を祓うために菖蒲を飾ったり菖蒲酒を飲

むことから「菖蒲（尚武）の節句」とも言われ

ています。 

柏餅（関東）に使われる柏は、古くから神が宿

る木とされています。神社や神棚で神に拝する

際にバンバンと音がなるように手のひらを合

わせる行為を、拍手(かしわで・はくしゅ)というの

もここからきています。また柏の木は新芽が出

ないと古い葉が落ちないため、子孫繁栄を象徴

するものとして縁起がよいとされています。こ
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のような理由から端午の節句には柏餅を食べ

るようになりました。粽(ちまき)(関西)について

は、古代中国人の間では、「粽(ちまき)」は忠誠

心に厚く、忠誠心の象徴といわれていた。この

ことから、わが子に「忠義の人」であってほし

いと願ってこれを食べさせる訳です。 

○ 7月 7日 七夕（しちせき） 

七夕の行事食は、そうめんです。夏バテ防止。 

○ 9月 9日 重陽（ちょうよう） 

古来より、奇数は縁起の良い陽数、偶数は縁起

の悪い陰数と考え、その奇数が重なる日をお祝

いしたのが五節句の始まりで、めでたい反面悪

いことにも転じやすいと考え、お祝いとともに

厄払いもされていました。中でも一番大きな陽

数（9）が重なる 9 月 9 日を、陽が重なると書

いて「重陽の節句」と定め、不老長寿や繁栄を

願う行事としました。菊の節句ともいわれ、菊

は古来より薬草として用いられ延寿の力があ

るとされてきました。 

このように季節時期ごとにそれぞれにふさわし

い食べ物があります。昨今、旬の野菜、食べ物の

季節感が薄れてきていますが、それぞれの時期に

意味合いのある食べ物を摂られたらいかがでしょ

うか。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 先週の例会食事は、九州北部

豪雨の災害義援金を募るた

め、カレーライスに変更しま

したので、本日

は「土用の丑」

の鰻丼です。但

し通常は上鰻丼ですが、予算の関係

上、並鰻丼でした。ご了承ください。 

② 本日は、通常セレモニーの後、臨時総会を開催

致します。 

③ 本日地区国際奉仕委員会が 15 時より名鉄グラ

ンドホテルで開催されます。当クラブより、伊

藤誠国際奉仕委員長が出席されます。 

④ 7/31㈪親睦活動委員会が 18:30～「ラ・プティ

ット・シェーズ」で開催されます。委員会メン

バーであります中電の山田さん、柴田さんの歓

送迎会を兼ねた委員会とのことです。 

⑤ 次週 8/4㈮は、ガバナー補佐訪問例会です。例

会後にクラブ協議会を開催しますので、委員長

の皆様方はクラブ計画書に基づきご説明お願

い致します。 

⑥ 8/28㈪に開催されます「ガバナー公式訪問」の

ご案内を本日配布しましたので出欠の返信を

お願い致します。 

 

 

 

 
ニコボックス報告 第 3115回分 

加藤隆朗ニコボックス委員長 

佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会長、

猪飼充利幹事 ①天王祭が盛大

のうちに終了しました。皆様お

疲れ様でした。②天王子ども塾

が無事終了しました。相羽委員

長以下、青少年奉仕委員会の皆

さんお疲れ様でした。③卓話講

師に若山先生をお迎えして。④ウィークリーに写

真が載りました。 

佐藤敬治会長、猪飼充利幹事 浅井家の皆さんに

お世話になりました。 

浅井賢次君 ①伊藤宮司さん、伊藤彰浩会長、鈴

木観光協会々長他役員の皆さん、天王祭無事盛大

に催され、ご苦労様でした。②横浜から 60年振り

に学友夫婦を天王祭に招待し旧交を深め、宵祭り

を見て素晴らしいと感激して帰りました。 

伊藤彰浩君 天王祭が無事終わりました。皆様の

御協力に感謝するとともに一層のご指導をお願い

します。ありがとうございました。 

伊藤祥文君 天王祭、皆様のおかげにて無事、見

事に行われました。また社務所工事の木造部分が

着工しました。今後もよろしくお願いします。 

長田一郎君 天王祭で大役を無事すませることが

できました。皆様ありがとうございました。 

余郷利彦君、余郷達也君 天王祭が盛大に無事終

わりました。ありがとうございました。 

柴田伸彦君 初めて天王祭、拝見しました。すば

らしいお祭りでした。皆様お疲れ様でした。 

相羽あつ子君、伊藤幸蔵君、伊藤基君、加藤則之

君、小林啓子君、篠田廣君、長田一郎君、幅辰雄

君 天王祭が盛大に行われました。 

伊藤哲朗君、浅井彦治君、飯村理君、生田達一君、

長田一郎君、水野憲雄君 天王祭関係者のみなさ

ま ありがとうございました。 

浅井彦治君 2016-17 年度決算を承認いただきま

した。ありがとうございました。 

山田公男君 本日、卓話をします。よろしくお願

いします。 

伊藤祥文君、八谷潤一君、横井知代君 若山聡さ

んをお迎えして。 

相羽あつ子君 天王子

ども塾、天王祭、ＩＡＣ

海外派遣研修と、皆様た

くさんご協力、ご参加あ

りがとうございました。 

加藤隆朗君 ウィーク

リーに写真がのりました。 

岡本康義君 いつも欠席ですいません。 

長田一郎君、松本浩義君 その他。 

 

 

並鰻丼 
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卓 話 

卓話担当：山田公男君 

講  師：愛西市観光協会理事 若山聡氏 
演  題：「尾張津島天王祭・あとの祭」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957(昭和 32)年、愛西市見越町生まれ。 

1983(昭和 58)年、岐阜大学工学部大学院（合成化

学専攻）修了。大学時代から登山旅行を趣味

とする。 

1983(昭和 58)年、株式会社日本電装(現・デンソ

ー)入社。 

2001(平成 13)年、退社。「天王文化塾」（現・NPO

法人まちづくり津島）参加。郷土史家（自称）

として初期から活動参加。この頃、登山ガイ

ド、自然観察指導員の資格を取る。 

2007(平成 19)年～2009(平成 21)年、津島市立図書

館の指定管理に伴い事務長として勤務。 

2009(平成 21)年～2013(平成 25)年、津島市観光交

流センター館長として勤務。 

2011(平成 23)年、愛西市観光協会設立に伴い理事

として参加。 

 

＜著書＞ 

『諸国一宮山歩(風媒社)』『あいさい物語(観光協

会)』『尾張津島天王祭のすべて(風媒社)』 

 

津島神社（江戸時代までは津島牛頭天王社）は、

牛頭（ごず）天王を祀る総本宮として疫病退散に御

利益があるとされて信仰されていました。医療が

進んでいなかった時代、人々は真夏に伝染病が流

行するのは牛頭天王の怒りによるものと考えてい

ました。その怒りを鎮める祭礼が京都の祇園祭で

あり、津島の尾張津島天王祭です。尾張津島天王

祭は、津島神社の最も重要で、最も盛大な祭です。

この祭事の中に、「神葭放流（みよしながし）神事」、

すなわち、人々の厄を神葭に託して川に流す神事

があり、現在でも天王川公園で実施されています。 

さて、諺で“時機を逃して用を成さないこと”

を「後の祭り」といいます。 

この諺の語源は（異説もあります）、祇園祭の

前の祭では豪華絢爛な鉾が多数巡行するのに対し、

後の祭では山鉾の数が少なく小規模であるため、

前祭を見逃して残念だったことに由来します。祇

園祭では、八坂神社の神輿が御旅所へ移動する神

幸祭の日（今年は 17日）が前の祭であり、有名な

山鉾巡行があります。一方、神輿が御旅所から八

坂神社へ戻る還幸祭の日（今年は 24日）が後の祭

であり、2014 年から山鉾巡行が再興されました。

尾張津島天王祭においては、神輿渡御は宵祭で、

神輿還御が朝祭です。 

しかし、前述のように、尾張津島天王祭におい

ては朝祭翌日（今年は 24日）の深夜に神職により

本殿に祀られている「神葭」を取り替え、神葭放

流神事で、一年間人々の厄の肩代わりしていた古

い神葭が天王川に流されます。明治時代中期まで

は、天王川が佐屋・木曽川に続いていたので、神

葭は伊勢湾などへ流されました。神葭が流れ着い

た場所では、牛頭天王を祀る祭礼が始まった村も

あるようです。 

現在は、天王川が池となっているため、神葭は

そのまま池に浮かんでいます。そこで、天王祭の

2 日後に神葭着岸祭、8 日後（今年は 31 日）と 9

日後（今年は 8月 1日）に神葭祭が開催されてい

ます。神葭祭では、神職と巫女さんが赤舟に乗り、

神葭の横で神楽を奉納して、放流された神葭を慰

めます。巫女さんが不安定な舟の上で神楽を舞う

姿は神秘的です。そこで、私は、これらの祭を尾

張津島天王祭の「あとの祭」として宣伝しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 もう一つ、江戸時代から続く祭礼として、現在

でも津島市下新田町など愛西・津島市など尾張西

部各地で、流れ着いた神葭を祀る行事が開催され

ています。 

この“尾張西部の子供ザイレン”を今年 3 月文

化庁が記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗

文化財に選択しました。地域の子供たちが中心に

なって祭壇

を作り提灯

を飾る祭で、

愛西市内佐

屋町では古

い様式を伝

えています。 

今年は天

王・佐屋川

が廃川となったデ・レーケによる木曽三川分流工

事着工 130 年だそうです。この機会にこれらの祭

をご覧ください。 
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次回例会 

第 3117 回 ’17年 8 月 18 日 (金) 

≪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 八谷潤一君 

演  題：「会員増強について」 

 

・講  師：津島東高校ＩＡＣ顧問 

       吉田 進先生 

       園田綺美先生 

演  題：「ＩＡＣ活動報告」 

 

・講  師：愛西市学芸員 石田泰弘氏 

演  題：「書籍『天王まつり』について」 

お知らせ 

■休会と事務局夏季休暇 

 8月 11日（金）国民の休日（山の日） 

  ※津島ＲＣ事務局夏季休暇 

 8月 11日（金）～16日(水) 

 

■第 3118回例会変更 

≪ガバナー公式訪問例会≫ 

 と き：8月 28 日（月）12：30 

 ところ：名鉄グランドホテル 11Ｆ 

     「柏の間」 

 
 

臨時総会 

 2016-17年度決算書(貸借

対照表付)及び 2017-18 年

度予算書が配布され、決算

について野々山勝也会計、

予算について猪飼充利幹事

が説明し、会場の拍手によ

って承認されました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
津島市・愛西市表敬訪問 

7月 20日(木)に津島市役所、7月 26日(水)に愛

西市役所を訪問し、記念誌『天王まつり』を贈呈

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕委員会 

相羽あつ子委員長 

 津島東高校インターアクトクラブの影山夢生さ

んと山田晴日さんが、7月 26日(木)10：30発のシ

ンガポール経由オーストラリア・パース行の飛行

機で、第 30回ＩＡＣ海外派遣研修会に出発しまし

た。津島ＲＣからは相羽委員長と中野義光君が中

部国際空港へ見送りに行きました。8 月 3 日には

帰国しました。同日 13：40より、津島東高校では

第 25回ＩＡＣ例会が開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8月 25日(金) 

今回から、 

カメラが新しくなりました。 

伊藤哲朗副会長 

なんか楽しそうなお話(?)で… 

田中正明君  長田一郎君 

余郷利彦君、後藤務君、浅井彦治君 

責任役員のトリオ 

 まるで証明

写真みたい

だね～ 

愛西市役

所にて→ 

＊津島市役所でも同じようなものでした m(_ _)m 

 


