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本日の行事予定 (2017 年 9 月 29 日) 

第 3122 回例会 

卓話担当：杦田勝彦君 

講  師：服部国際特許事務所 

所長 服部雅紀氏 

演  題：「知的財産からみた 

津島の地域おこし」 

 
先回の記録（例会） 

第 3121 回 ’17 年 9 月 22 日（金）晴れ 

卓話担当：宅見康悦君 

演  題：「勝幡城について」 

ストレッチ体操 伊藤誠君 

ロータリーソング 「手に手つないで」  
ソングリーダー  幅辰雄君 
会 員 総 数  67名    8月 28日例会分訂正 
出席免除会員  22名     欠 席 会 員   27名 
本日出席会員  51名     MAKEUP会 員   13名 
本日の出席率 76.11％     訂正出席率 92.98％ 
超 過 出 席 佐藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充
利君、幅辰雄君、飯村理君、伊藤誠君、加藤隆朗
君、杦田勝彦君、寺田晏章君、寺島淳一君、宇佐
美三郎君、山田勝弘君、山本達彦君、八谷潤一君
（第 4 回役員・理事・委員長会議）、鈴木吉男君
（地区臨時危機管理委員会） 

 
会長挨拶 

佐藤敬治会長 

65 周年記念式典を控え、

本日は年度ごとの会員数、

年代別構成の内訳等、お話

しいたします。 

1953(昭和 28)年 6 月 5 日

に会員（チャーターメンバー）22

名でもって創立しましたことは皆さんご存じの如

くであります。それ以来 65年を迎えることになり

ましたが、別表を見ながらお話しいたします。 

会員数のピークは 1994 年 96 名であり、最年長

は 2013 年の 91 歳（故山田忠右ヱ門氏）で、最年

少は 1989 年の 31 歳であります。会員の平均年齢

は、1981 年の 55 歳が一番若く、現在は 65.15 歳

で年齢が上がってきております。 

 話は変わりますが、友人のお父さんが約 1 年前

に亡くなられ、先日 20 日に、その方の偲ぶ会に熱

田神宮会館まで行ってまいりました。友人とは岡

崎の岩津天満宮の宮司の服部憲明君で、ＪＣ時代

からの付き合いであります。250 名を超す参加者

で全国の著名な神社の宮司さんが列席され、地元

愛知県からは津島神社の伊藤宮司、熱田神宮、真

清田神社、国府宮の大國霊神社の各宮司さんが出

席され、偲ぶ会が「にぎやかに なごやかに」の

意のもと着席にて催行されました。 

故人は 100 歳を超えられ、平成 5 年には多年に

わたる功績に対して「長老」の敬称を授かり、各

来賓の方々から、その業績に対する敬慕の御挨拶

がありました。改めて服部君のお父様の偉業に接

し、敬意の念を抱きました。 

 その時にいただきました回顧録の裏表紙に、平

成 18 年に行われた故人の名誉宮司の卒寿を祝う

会に、ご本人が挨拶されました言葉が載っていま

したので、紹介いたします。 

 

  世のため 人のために何を為し得たか 

  神と人のお恵みによる尊い命 

  尚 一日一日を大切に 

  安らかに穏やかでありたい 

  人生は出会いと別れとか 

  皆様のご多幸を祈りあげ 

  出会いを心から感謝申し上げます。 

 

クラブも平均年齢が高齢化してきていますが、

このような思いで日々暮らしたいと思っています。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 昨日までの 3日間、鈴木君、寺島君、加藤(泰)

君の 3名が、台北滬尾ＲＣグローバル補助金事

業の事前現地視察に行かれました。後ほど報告

をしていただきます。 
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② 先週もお願いしましたが、

第 5回ＷＦＦバザー販売用

物品提供の依頼が来てお

ります。各委員会 1品をご

提供いただきますようお

願い致します。 

③ 本年の社会奉仕委員会事

業であります地区補助金

事業「海部津島の伝統芸能

茶会と茶室めぐり」のご案内を本日配布致しま

した。 

④ 本日、職業奉仕委員会が 18:00～「夢菓子家」

で開催されます。 

 
ニコボックス報告 第 3121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宅見康

悦君、本日の卓話よろしくお

願いします。②グローバル補

助金事業視察のための台北滬

尾ＲＣ訪問、お疲れ様でした。 

浅井賢次君 ①敬老の日を迎

え、孫夫婦に名古屋でご馳走

になり、町内からも、老人クラブ、子供会からも

お祝いをいただき長生きをしていて良かったと感

謝の気持ちでいっぱいです。②ＵＦＪ津島、中村

支店長さんに大変お世話になりました。 

鈴木吉男君、寺島淳一君 台湾より昨日無事帰国

しました。9月 20日（水）にグローバルグラント

で支援する小学校へ行く途中でＲＩの承認が通り

ましたと連絡があり、当クラブの訪問を待ってい

たようなサプライズでした。 

宅見康悦君 本日、卓話を担当します。よろしく

お願いします。 

飯村理君、伊藤雅昭君、柴田伸彦君、杦田勝彦君、

中村陽介君、野々山勝也君 朝夕冷え込んでまい

りますのでお体にお気を付けください。 

伊藤彰浩君 いろいろとおさわがせして申し訳あ

りません。 

長田一郎君 ①ミャンマーＩＴ大手Ａce グルー

プとの合弁企業設立に合意できました。②余郷先

輩、ご指導ありがとうございました。 

浅井彦治君、加藤則之君、伊藤哲朗君 余郷さん

に大変お世話になりました。 

浅井彦治君、伊藤幸蔵君、加藤隆朗君 中野義光

君にお世話になりました。大変ありがとうござい

ました。 

大河内勝彦君 茶会の券をいただきました。社員

全員で参ります。お世話になります。 

長田一郎君、幅辰雄君、余郷達也君 ウィークリ

ーに写真が載りました。 

堀田力男君 ウィークリーに載りました。 

安江正博君 その他。 

 

卓 話 

卓話担当：宅見康悦君 

演  題：「勝幡城について」 

 福井県越前の織田村は織田

一族の発祥の地です。伝えに

よれば、室町時代の初めごろ

に越前の守護職であった斯波

氏(しばうじ)が（当時絶大な権

力を持っていた斯波氏のこと

です）、家臣に見初めて取り

立てた剣神社の神官の子供が

始まりとされます。 

 室町時代の越前守護職斯波家と織田庄の庄官

(剣神社神官)は深い繋がりがあり、斯波家が剣神

社に参拝した時に神官の子の一人を見込み、応永

年間、尾張の国の守護職を兼ね尾張に出向き、尾

張の国の守護代を務める。 

 応仁の乱勃発するや、織田伊勢守(岩倉城主)と

織田大和守（清洲城主）に分かれ、三家老の一人、

織田弾正忠（信長の家筋）が勝幡城を本拠地とす

る。その人は織田信定という人です。 

 勝幡城の築城は一般的に天正元年頃と言われて

いるが、もう少し前の永正十三（1516）年である。 

清洲方守護代織田達勝のもとで三奉行体制の頃、

信定が勝幡城築城とされている。また湊町で、門

前町でもある津島を領有したことが、弾正忠家の

重要な経済基盤となったと言われる。 

 勝幡城蹟は平和町六輪字城之内より、字東松下

の間、日光川東岸に添った一帯の高地がそれと思

われる。東西四十八間、南北七十間と尾州古城記

にあるが、往時の面影を残す物は何一つないのが

現状である。 

 織田弾正忠平朝臣信定古城蹟（おだだんじょうただひ

らあしんのぶさだこじょうせき）とある石碑は私ども宅見

家の初代清七が当時の学識者や、多数の人々を招

いて建てたものです。明治四十三年六月建立。 

 今日でも西側には城西という町と、東側には城

東という町が存在し、その昔塩畑といった部落名

を勝幡と改名（勝幡字墨田）としたのは一般的に

信長が命名したと言われていますが、海水が日光

川を通して、この辺りまで上っていたので畑の土

に塩分が多く含まれた、それで塩の畑から塩畑（庄

畑）という地名になり、信秀（信長の父）が合戦

での負けが続いた時に塩畑という漢字を合戦に勝

つという意味を込めて、勝幡に変えたのが正しい

ということです。 

 勝幡城は室町時代後期、織田信定が城を築き居

城約十年で信定の嫡男信秀が城主となり、信秀も

勝幡城に在城して約十年にして那古野城（名古屋

市）に移りましたが、この信定、信秀の時代に津

島神社を中心として大変に栄えていた津島を織田

家の配下にした。 
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 津島神社の関係者が参拝に来られる人々で繁盛

した町、湊町、門前町である津島を領有したこと

が織田弾正忠家の重要な経済基盤となったと言わ

れる。このようなことで織田家にとっては津島様、

様々であったと言われる。津島神社には全国に約

三千社もの末裔の神社があり、総本山である津島

神社に奉納に参上した人々で大変繁盛した町であ

ることを知り尽くした上で、斯波家や織田家が目

に付けて日光川と三宅川の合流点の三角州に進出

したと思われる。 

 信長の父信秀の活動は天文年間以降となり、清

洲方守護代家や三奉行家の残りの家との戦争が起

こるのですが、信秀の戦いは尾張国内にとどまら

なかった。三河や美濃まで出兵して、松平、今川、

斎藤氏等と戦い、一時は美濃にまで領域を広げた

と言われるのです。このように幾多の戦があった

ことはいうまでもありません。信長の時代には長

島での三度に亘る顕証寺での一向宗の人々との戦

いがある。とはいえ、尾張国内自体がまだ諸家の

分立状態であり、安定した支配を確立することは

できなかったのです。信秀の没年は天文二十一年

と言われる。 

 信長の出生地は古渡城、那古野城、勝幡城の諸

説があるのですが、織田信秀は海東郡勝幡村に住

み信長が勝幡城で誕生したと江戸時代の尾張藩の

史料に記されているのです。勝幡城説が受け継が

れ現時点で最も有力な説と近年の学者は行ってお

られます。 

 信長が誕生した出生城、戦国時代の勝幡城は今

では一部川底にあって当時の面影もなく、石碑が

あるだけで、いにしえを偲ぶ資料とてない。日光

川と三宅川、領内川が合流する付近に勝幡城があ

った。東城・城西の古き時代の城の痕跡を残すに

すぎないのです。 

 戦に負けが続いた時、縁起をかついで塩畑の地

名を勝幡に変えたと言われる。信秀は地元の豪族

の一人になり、門前町であり湊町でもある津島を

抑え、しかも小津湊を発展させ、他地域との交流、

貿易に力を注ぎ勝幡の街を造ってきたのであろう。

小津湊は昭和三十年頃まで船が行き来していたの

です。信長は商人や旅行く人々の往来を自由にし、

賑やかな街造りに貢献したと言う。父信秀の業績

を子どもの時代から見聞きして育ったからである。

天文二年五月二十八日勝幡の城において嫡男信長

誕生と記されている。 

 信秀は京の都から公家の人々を招いて勝幡城に

滞在させ、客人を招いて歌会や遊興にくれた。そ

れだけで当時の信秀の力と財力が偲ばれるようだ。

戦上手というだけでなく、今日でいう文化人の一

人でもあったのであろう。それから間もなく友好

関係にあった今川氏の那古野城を攻め落とし総括

した城を修理して幼き信長の養育を那古野城にて

行ったのです。これが日本の国を変えた猛将織田

信長の生い立ちなのです。 

 勝幡城の実際の大きさは東西二十九間、南北四

十三間、周囲の高さは二間の土塁で囲み周りは堀

があり、出入りには渡る土橋があったようだ。城

というよりは館と言ったほうがよいかもしれない。 

 清洲の織田大和守に仕える三奉行の一人であっ

た勝幡城主信定は勝幡地方を治める小豪族にすぎ

なかったのに、信定の子信秀の代から越前守護の

斯波氏を凌ぐ勢力となり、隣接の津島をも支配下

に入れ、信秀はやがて勝幡城から那古野城に天文

二年に生まれた信長を住まわせ、信秀自身は古渡

城を築城してこれに移ったという。 

信長は戦国の乱世に越前剣神社を氏神として深

く尊崇し、剣神社の保護と住民の治安に尽くした

そうです。そこに立派な織田神社があり福井県指

定文化財になっています。 

 天正十（1582）年、信長は本能寺の変で明智光

秀により自刃し、あえない最期を遂げ、天下統一

の夢は消えた。その時の信長の家臣は森蘭丸であ

り、その子孫である私（旧姓：森康悦）が勝幡城

跡の管理をしていることに、何かの因縁を感じる

のです。森蘭丸は岐阜県の兼山の出生であるが、

私の出生地川島町の松倉にある森神社に立派な森

組の系図が今日まで伝わっています。また、宅見

家は織田信定のお付き人として、東城にすみ、勝

幡城を見守っていたという。 

（弾正忠系）良信－信定－信秀－信長となる。現

在勝幡城は、稲沢市文化財指定（第 168 号）稲沢

市史跡に指定されています。規模の小さな勝幡城

は廃城となり、郭内は日光川の大水により城は流

され全て田と畑になりましたが、織田氏発展の拠

点としての意義は言うまでもありません。もう一

言申しますと、宅見も信長からつけられたことで

しょう。（平成十九年四月十二日越前二宮剣神社

の宮司様にお会いしてこの資料を纏める） 

 
グローバル補助金事業視察報告 

代表 寺島淳一君  

9 月 19 日～21 日に、台北滬

尾ＲＣとのグローバルグラン

ト事業視察のため、鈴木吉男さ

ん、加藤泰一郎さんと 3人で台

湾へ行きました。9 月 20 日に、

車でひたすら山の中を走って

約 3時間半以上もかかりました。

桃園市復興区高義国(たかよしく

に)小学校で、台北滬尾ＲＣと津島ＲＣが支援しま

す。台湾には先住民の学校が 54校あるとか。崖に

建っているような学校で、通学バスで 30分かかり

ます。小学生が 48 名、幼児が 18 名、教師が 20

名、大雨で学校へ行けない時もタブレットや電子

黒板を導入して、ある程度自宅でも勉強ができる

ようにするということでした。台湾のローターア

クトも協力するそうです。津島ＲＣの皆さんもご

理解のほど、よろしくお願いします。 
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次回例会 

第 3123 回 ’17年 10 月 6 日 (金) 

卓話担当：米山奨学委員長 幅辰雄君 

講  師：地区米山奨学委員会 

      副委員長 小栗正章君 

       （名古屋和合ＲＣ） 

    委員 梅谷朋志君（一宮ＲＣ） 

演  題：「ロータリー米山記念 

奨学事業について」 

お知らせ 

 ■第 3124回例会変更 

≪津島ＲＣ創立 65周年記念例会≫ 

と き：10月 14日（土）17：30 

  ところ：名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 11階「柏の間」 

  

お知らせ 

 ■第 5回ﾜｰﾙﾄﾞﾌｰﾄﾞ＋ふれ愛ﾌｪｽﾀ（ＷＦＦ） 

 と き：10月 14日(土)、15日(日) 

  ところ： 名古屋・栄 久屋大通公園 

  

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 雨上がりの 9月 28日(木)、桑名ＣＣにて 15 名

が参加してゴルフ会が開催され、佐藤敬治会長が

優勝！ ちょっと若いため、小林啓子君は惜しく

も 2 位でした。10 月は 17 日(火)、愛知カンツリ

ー倶楽部での西尾張分区親睦ゴルフ大会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 13日(金) 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 佐藤敬治 44 45 89 13 76 

2 位 小林啓子 49 47 96 20 76 

3 位 野々山勝也 53 46 99 20 79 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋昭和 RC 10/2 月 名古屋東急ホテル 

名古屋東 RC 10/2 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋栄 RC 10/2 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F 

あま RC 10/2 月 名鉄グランドホテル 

尾西 RC 10/2 月 尾西信用金庫本店 

名古屋名南 RC 10/10 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

名古屋千種 RC 10/10 火 名古屋東急ホテル 

一宮中央 RC 10/11 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

稲沢 RC 10/11 水 林商事ビル 

名古屋守山 RC 10/11 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋東南 RC 10/11 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋和合 RC 10/11 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋大須 RC 10/12 木 名古屋東急ホテル 

一宮 RC 10/12 木 一宮商工会議所㌱ 

名古屋北 RC 10/13 金 名古屋東急ホテル 

名古屋昭和 RC 10/16 月 名古屋東急ホテル 

名古屋東 RC 10/16 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋栄 RC 10/16 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F 

あま RC 10/16 月 名鉄グランドホテル 

尾西 RC 10/16 月 尾西信用金庫本店 

名古屋城北 RC 10/17 火 栄東急 REIホテル 

名古屋守山 RC 10/18 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

一宮中央 RC 10/18 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

名古屋名駅 RC 10/18 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 10/18 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

名古屋丸の内 RC 10/19 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋東 RC 10/23 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋栄 RC 10/23 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F 

尾西 RC 10/23 月 尾西信用金庫本店 

名古屋城北 RC 10/24 火 栄東急 REIホテル 

一宮中央 RC 10/25 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

名古屋名駅 RC 10/25 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

一宮北 RC 10/27 金 一宮商工会議所㌱ 

名古屋空港 RC 10/30 月 キャッスルプラザ 

 

10 月  6日（金) カレーライス  

10 月 14日（土) （創立 65周年記念例会） 

10 月 20日（金） 休会 

10 月 27日（金） 上鰻丼 

10月の例会変更 

加藤則之直前副会長 鈴木吉男親睦活動委員 

飯村理会場委員長 杦田勝彦社会奉仕委員長 

10月のメニュー 

 

 11月 5日に

地区補助金

事業のお茶

会と茶室め

ぐりを開催

します 


