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本日の行事予定 (2018 年 8 月 3 日) 

第 3160 回例会 

卓話担当：浅井彦治君 

講  師：名城大学薬学部 

  健康・スポーツ科学研究室 

  教授 梅田孝氏 

演  題：「健やかな日常生活を 

営むための運動習慣」 

 
先回の記録 

第 3159 回 ’18 年 7 月 20 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリⅡ≫ 

ロータリーソング 「手に手つないで」 
ソングリーダー  宇佐美三郎君 
ゲ ス ト 入会予定者 堀田正裕氏 
会 員 総 数  66名   6月 29日例会分訂正 
出席免除会員  21名    欠 席 会 員    7名 
本日出席会員  52名    MAKEUP会 員    3名 
本日の出席率 78.79％   訂 正出席 率  95.38％ 
超 過 出 席 相羽あつ子君、中野義光君、佐藤
敬冶君、鈴木吉男君、宇佐美三郎君（第 32回津島
東高校ＩＡＣ例会）、山田勝弘君、吉田康裕君、
相羽あつ子君、浅井彦治君、幅辰雄君、飯村理君、
猪飼充利君、伊藤誠君、佐藤敬冶君、住田正幸君、
寺田晏章君、安江正博君、横井知代君（2017-18
年度役員・理事・委員長会議打上げ）、伊藤哲朗
君、吉田康裕君、堀田力男君、猪飼充利君、大河
内勝彦君（社会奉仕委員会） 

 
会長挨拶 

伊藤哲朗会長 

連日、暑い日が続きます。

本日も出席ありがとうござい

ます。暑い時期の例会を、2回

程休会にさせていただきまし

た。来週 7月 27日と、8月 10

日であります。 

 もっとも、28日は天王祭があり、27日はその前

日ということもあって、8月 10日はお盆休暇と位

置づけております。いずれにせよ、一番体に負担

がかかってくる時ですので、お体には十分の注意

が必要かと思われます。 

 さて、先日 7月 14日、稲沢ロータリークラブの

創立 55周年記念式典・祝賀会に出席してまいりま

した。隣に座っていただいた稲沢ロータリークラ

ブのパスト会長さんは、偶然にも親しい方でした

ので会話も進みました。また、伊藤基君の叔父様、

強平さんにもお声をかけていただき、高校の同級

生で稲沢市民病院の加藤院長ともゆっくり話がで

き、本当に大勢の方と交流することができました。 

 和田ガバナー補佐訪問の折、分区内の交流を話

してみえましたが、今年は入会 3 年未満の方の分

区内メイクアップにプレミアムがついており、か

かった登録料を地区で、3 回まで費用をもってい

ただけるということになっております。入会 3 年

未満の方は、早いうちに一度、分区内メイクアッ

プに出かけていただきたいと思います。詳しくは、

吉田幹事にお尋ねください。 

 さて、尾張津島天王祭が、来週土曜日に宵祭、

翌日曜日に朝祭が挙行されます。関係の皆様には

ご苦労様です。当クラブも、西尾張分区のガバナ

ー補佐を始めとする各クラブの会長・幹事さんを、

お招きしております。分区内により交流が深まれ

ばと思っております。その折にも、観光ガイドと

して、少しばかりはご説明する予定でおります。 

 この天王祭、津島神社の伊藤宮司さんや本日ゲ

ストの堀田権宮司さん、祭を挙行される岡本さん、

そして余郷さんなど、クラブ内でも詳しい方ばか

りで、ガイドといいながら、それほどの知識を持

ち合わせていないので恥ずかしいのですが、藤ま

つりなどで、津島神社の天王祭レプリカの前で観

光客のみなさんに、どういうことを聞かれるのか、

少しお話ししたいと思います。間違った部分があ

れば、後ほどご指導ください。なんといっても、

ガイドボランティアの末席を汚していますので、

ご容赦ください。 

 まず、一番聞かれるのが、祭の舟をいつつくる

のか、というご質問であります。もちろん、ほぼ

１日でつくられるので、みなさん、ご存知のとお

りです。 

次に多いのが、津島神社のレプリカが、当日の
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舟と思ってみえる方が多い、ということです。縦、

横、高さが、ほぼ 3 倍以上あると説明して、舟に

20人程乗りますよ、と言うと、やっと納得いただ

けます。 

 その次によく言われるのが、このお祭はいつや

るんですか？ という質問で、７月の第 4 土曜、

日曜です、と答えるのですが、たいてい、おまけ

に旧暦の 6 月 14 日、15 日と付け加えます。そし

て、恐らく満月でないと、舟を出すのが大変だっ

たのでは、と言っています。日付の話ですが、必

ず祇園祭を引き合いに出します。今は７月１日か

ら 31日までの間、ずっとスケジュールがあるので

すが、メインはやっぱり旧暦の 6月 14日だと思い

ますよ、と言っています。もっとも、どなたかお

っしゃったのですが、祇園祭の 3日後が、天王祭、

って聞いたことがあるんですが……。 

 宵祭の提灯が、すべてローソクで、一艘あたり

約 500 個の提灯をつけるんです、と説明すると、

「ふーん」という雰囲気が流れ、「電気じゃないん

だ」という言葉も聞かれます。そこで、早く灯を

つけるローソクは太くて長いですよ、と話します。 

 さて、そこで舟の数の質問になり、夜は 5艘で、

朝は 6 艘です、と説明すると、「5 艘で 2500 個の

提灯ですか」という話になって、「これはいっぺん

みなきゃあ」という話になります。すかさず、そ

こで、「一度は、必ず見に来てください」とたたみ

かけます。そうすると、「7月、第 4かあー。これ

るかなあー。でも見みないかんなあー」と、おっ

しゃるのです。「見にこられるのはいいけど、ひと

つだけ注意してください」と言って、「あまりの凄

さに、息を吸ったままになるので、必ず、息を吐

いてください」と。とりわけ高齢の方には、忘れ

ず注意しています。 

 さて、朝祭の説明で一番驚かれるのは、能人形

の大きさです。目の前のレプリカを見て想像する

ので、大きさがよくわかっていません。必ず言わ

れるのが、「カラクリですか？」というご質問で、

ここで、秋祭りを説明することになります。宵祭

の巻藁舟から、一晩で車楽舟に変えるんですよ、

と説明しても、あまり驚かれないのが少々残念で

す。本当はすごいことをやっているのに、もっと

いい説明をしなければ、と思っています。 

 それから、当地域はやっぱり信長のことを話す

と、関心がぐっと高まります。まあ、信長も見た

ことがある津島祭、となると、突然話が身近にな

るのでしょうか。ついでといってはなんですが、

このお祭が、いつから始まったのか、は諸説ある

と思われます。私は、応仁の乱（1467年～77年）

前後に始まったのでは、と説明しています。また、

祇園祭は 9 世紀の後半に始まったであろう、とい

う話も付け加えます。いずれにしろ、初期の天王

祭は、それ程きらびやかではなかったと推測され

ます。なぜなら、ローソクは当時貴重品ですので、

非常に高価だったのですが、江戸時代中期にロー

ソクの国内生産が活発になり、コストダウンでき

たのが影響しているんです、と説明しています。 

 まあいろいろお話しするんですが、歴史の史実

を学問的に話すなんてことはできませんので、ま

た、歴史書もすべて事実かどうかわかりませんの

で、少々推測をまじえ、楽しくお話しするように

しています。しかし、お祭は神事ですので、きち

んとお話ししなければ、と思います。皆様には、

今後共ご指導よろしくお願いいたします。 

 
幹事報告 

吉田康裕幹事 

 本日は、第 2 回クラブアセ

ンブリです。発表していた

だきます委員長の皆様は、7

月 24日（火）までに、会報

に掲載する原稿の提出をお

願いします。 

 本日、今年度の「クラブ計

画書」をお配りしました。また、過日開催され

ました『地区研修・協議会報告書』を出席義務

者の方にお配りしました。 

 本日、8 月 26 日（日）に開催する「第 18 回天

王子ども塾～ジュニア版～津島郷土カルタで遊

ぼう」の案内をお配りしました。出欠の回答を

8月 9日までに提出してください。 

 昨年度、作成しました書籍『天王まつり』を 200

冊、津島市教育委員会へ寄贈します。本日 14：

30に伊藤哲朗会長、猪飼充利君が津島市役所へ

行き贈呈します。 

 本日、例会終了後に臨時理事会を開催します。

役員・理事・委員長の皆様はご出席をお願いし

ます。 

 次週 7 月 27 日（金）の例会は休会となります。

お間違えのないようお願いします。 

 津島市教育委員会、愛西市教育委員会主催の小

学生を対象とした「祭りを学ぶⅣ」が 7 月 21

日（土）、22日（日）、29日（日）に開催され、

津島ロータリークラブは、前年度主催した事業

のフォローアップとして、子どもたちへ飲料水

の協賛を行いますので、よろしくお願いします。 

 7月 24日（火）、インターアクトクラブ海外派

遣研修に津島東高校より 2 名の生徒が出発しま

す。地区インターアクト委員会の相羽あつ子委

員が中部国際空港にお見送りに行きます。なお、

帰国は 8月 1日（水）の予定です。 

 地区より「平成 30年 7月豪雨義援金」の案内が

届きました。当クラブにおきましても義援金を

送金したいと思います。来月の例会食事メニュ

ーを一部変更させていただいて捻出しますので、

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

なお、この義援金はガバナー会を通じて被災地

区へ送られ、後日、報告を受ける予定です。 

 今年度ガバナーの方針で各クラブの入会 3 年未
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満の皆様に分区内でメイクアップをしていただ

くことになっています。今回、ニコボックス委

員会の柴田伸彦君が、7月 23日（月）にあまロ

ータリークラブの例会にメイクアップで出席し

ていただく予定です。よろしくお願いします。 

 7月 25日（水）、地区職業奉仕委員会が開催さ

れ、出向していただいています、浅井彦治地区

委員が出席する予定です。 

 7月 25日（水）、次期ガバナー補佐研修会議が

開催され、篠田廣ガバナー補佐エレクトが出席

する予定です。 

 7月 26日（木）、地区クラブ公共イメージ向上

委員長会議が開催され、当クラブより、広報委

員会の田中正明委員長と、吉田康裕幹事が出席

する予定です。 

 7月 28日（土）、西尾張分区第 1回会長・幹事

会が津島にて開催されます。今年度は、尾張津

島天王祭を楽しんでいただけるよう、津島ロー

タリークラブが設営し、地区副幹事、地区スタ

ッフ、ガバナー補佐はじめ分区スタッフの皆様、

西尾張 8クラブの会長、幹事様をお迎えします。

メンバーの皆様にも多数の御出席をいただきあ

りがとうございます。当日は皆さんで楽しみま

しょう、ご協力をよろしくお願いします。 

 7月 31日（火）、地区社会奉仕委員会が開催さ

れます。出向していただいています、猪飼充利

委員が出席する予定です。 

 8 月 3 日（金）の第一例会では、臨時総会を開

催します。また、例会終了後第 3回役員・理事・

委員長会議を開催します。 

 ロータリー囲碁同好会より、第 17回全国囲碁大

会の案内が届いています。ご興味のある方は事

務局までお問い合わせください。 

 伊藤祥文君が今月末をもって退会されます。本

日が最後の例会となりますので、後ほどご挨拶

をいただきます。 

 
ニコボックス報告 第 3159回分 

柴田伸彦ニコボックス委員長 

伊藤哲朗会長、山田勝弘副会

長、吉田康裕幹事 ①本日は

クラブアッセンブリⅡです。

よろしくお願いします。 

幅辰雄クラブ奉仕委員長 本

日、クラブアッセンブリⅡで

す。よろしくお願いします。 

伊藤哲朗君、吉田康裕君、浅井彦治君、飯村理君、

伊藤幸藏君、伊藤誠君、伊藤雅昭君、伊藤基君、

稲垣宏高君、稲川明俊君、岡本康義君、加藤則之

君、小林啓子君、佐藤敬冶君、柴田伸彦君、杦田

勝彦君、住田正幸君、高木輝和君、寺島淳一君、

野々山勝也君、水野憲雄君、三谷栄一君、安江正

博君、山田公男君、山本達彦君、余郷利彦君 伊

藤祥文君、ありがとうございました。 

伊藤祥文君 皆さんいろいろと大変お世話になり、 

ありがとうございました。 

宇佐美三郎君 堀田権宮司、いらっしゃい。今後

よろしくお願いします。 

伊藤哲朗君、相羽あつ子君、浅井彦治君、浅井賢

次君、猪飼充利君、伊藤雅昭君、岡本康義君、加

藤則之君、加東育郎君、佐藤敬冶君、坂井裕君、

宅見康悦君、寺田晏章君、根﨑健一君、野尻栄一

君、則武克也君、服部貴君、水野憲雄君、矢田潔

君、山本達彦君、余郷利彦君 来週は、いよいよ

天王祭です。好天と成功を祈念します。 

伊藤哲朗君 いつも、いつも宇佐美さんから写真

をいただいてます。 

相羽あつ子君 浅井賢次さんへ、大事に致します。

ありがとうございました。 

岡本康義君、三谷さんにお世話になりました。 

矢田潔君 その他。 

 

クラブアッセンブリⅡ 

幅辰雄クラブ奉仕委員長 

クラブ奉仕委員会は、五大奉

仕の最初に位置づけられ、クラ

ブ運営の根幹をなすものであ

り、会員の皆さんが「ロータリ

アンでいて良かった」と思って

もらえることを目標に努めま

す。また、会長方針である「パルス・コミュニケ

ーション」を推進し、会員の多くが交流に参加し

ていただけるように努めます。 

1. クラブ奉仕は、親睦活動・ロータリー情報・会

場・会員増強・クラブ広報・ニコボックス委員

会で分担して行い、自主的運営を積極的に推進

します。 

2. 各委員会と連携を密にし、ロータリーへの理解

と会員相互の理解と親睦、友情を深めクラブの

繁栄と活力を高めるよう努めます。 

3. クラブ奉仕委員会の活動状況を理事会に報告

すると共に、クラブ創立 66 年の歴史にふさわ

しい記念になる企画を各委員会と協議します。 

4. 地区補助金事業「ロータリーデー・津島の抹茶

文化探訪（10/13）」への積極的な参画。 

 

滝川林一親睦活動委員長 

メンバーは 8 人で〈親睦活

動〉9 項目、〈出席〉5 項目を

クラブ計画書にそって粛々と

進めていきたく思います。 

クリスマス家族会を 12月 15

日(土)にホテルナゴヤキャッ

スルで予定しています。内容は

なるべくお子様が喜びそうなパーティーにしたく

思います。また、バス日帰りの家族会を 5 月 26

日(日)に西方面へグルメな方に気に入る所を検討

中です。どちらも多数の出席をお待ちしています。 
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三谷栄一ロータリー情報委員長 

今年度、津島ロータリークラ

ブは創立 66周年を迎えます。歴

史と伝統と言いながら、“ロー

タリーの原点”“ロータリーの

哲学”“ロータリーの奉仕”と

はなにかをもう一度考え、会員

の皆様にロータリーのおもしろ

さを知っていただける 1 年にし

たいと思います。 

1. 毎月発行される『ロータリーの友』を読むこと

を奨励し、理解していただきたいと思います。 

2. 新入会員はもちろんロータリークラブ会員全

員のロータリーへの理解を深める。 

3. 新入会員にロータリーを理解していただける

ように勉強会を開催する。 

4. 会員の退会防止に努める。 

5. 地区補助金事業「ロータリーデー・津島の抹茶

文化探訪（10/13）」への積極的な参画。 

 

伊藤基会場委員長 

≪会場≫ 

1. 例会会場内では引き続き禁

煙とする。 

2. 例会に必要な会場設営及び

付帯設備を開会 30 分前には

全て完了するよう努める。 

3. 例会に先立ち、会長・幹事・Ｓ.Ａ.Ａ.及び各

委員長と連携をとりスピーディーな進行がで

きるよう努める。 

4. 親睦活動委員会と協力して会員相互の親睦を

図ると共に、来訪されたゲスト・ビジターの

方々が打ち解けた気持ちで過ごしていただけ

る例会運営を心掛ける。 

5. 新年初例会は有意義な例会とすべく計画立案

し実行する。 

6. 次月例会食事メニューを Weeklyに掲載する。 

7. 地区補助金事業「ロータリーデー・津島の抹茶

文化探訪（10/13）」への積極的な参画。 

≪プログラム≫ 

1. 地区行事、クラブ例会並びに年間行事を勘案し、

年間の卓話を組み、五大奉仕を具現化する計画

を立てる。 

2. 特別月間は関連委員会の担当とし特別月間と

してふさわしい行事を実施する。 

3. あまロータリークラブとの合同例会（ガバナー

公式訪問時）を行いロータリー情報の交換の集

いとし親睦を深める。（ガバナー公式訪問例会

のホストクラブは津島ＲＣが努める） 

4. 新入会員及び卓話経験のない会員（前回の卓話

担当より長い期間を経過した会員）には優先的

に卓話を担当していただく。 

5. 卓話は会員自身によるスピーチを奨励する。 

 

松本浩義会員増強委員長 

1. 地元地域社会に密着してい

るため、ロータリーの奉仕

の理想を広め、会員増強の

重要性を強調する。 

2. クラブの職業分類表を検討

し、未充填の職業分類に対

して適格な会員候補者を理

事会に推薦するよう努める。 

3. 新会員の推薦は会員の責務である。よって会員

増強に努力し、クラブの活性化が図れるように

努める。 

4. 会員増強も重要であるが、さらに退会防止につ

いても各委員会と協力し、努力したい。 

5. 地区補助金事業「ロータリーデー・津島の抹茶

文化探訪（10/13）」への積極的な参画。 

6. 新入会員 純増 3名程度。 

 

田中正明クラブ広報委員長 

1. 会報は原則的に各例会毎に 1回刊行する。出張

例会等、例会が例会場以外で実施された場合は、

次回例会場での実施の際に合併号として刊行

する。 

2. 会報の内容は会員にとって必要な情報を掲載

するよう努め、主に下記内容について掲載する。

例会の記録、予告／理事会及び委員会の報告／

趣味の会や会員個人の近況、作品などの報告／

ゲスト及び、ビジターの報告、紹介／国際ロー

タリークラブや他地区、地区内クラブのニュー

ス／その他会員に必要な情報／facebook を活

用しクラブ内広報活動に役立てる 

3. 編集については下記内容を特に考慮する。 

クラブの歴史と歩みの記録としての性格を持

たせる／親しみやすい内容に心掛ける／各

会・行事のハイライトを掲載し、親睦に役立た

せる／発刊については、環境に考慮し無駄な印

刷等をなくすよう努める／発刊した会報は、津

島ロータリークラブの記録そのものと考え事

務所に保管する。 

4. 地区補助金事業「ロータリーデー・津島の抹茶

文化探訪（10/13）」への積極的な参画。 

 

柴田伸彦ニコボックス委員長 

ロータリアンとしての親睦

を深めて「思いやり」の精神に

基づいて各自が奉仕をできた

喜びを会員に伝えることで、会

員相互に喜びましょう。ニコボ

ックスへの積極的な協力をお

願いいたします。 

1. ニコボックスの目的を達成するために、平素か

ら会員並びに会員家族の喜び事に気を配る。 

2. クラブ広報委員会及び会場委員会の協力によ

り、投函された方の趣旨を会員に周知できるよ
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うウィークリーで紹介し、喜びを分かち合い、

会員にこころよく喜捨していただけるよう図

る。 

3. ニコボックスの発表をわかりやすく会員に伝

える。 

4. ニコボックス内規の周知を図り、会員が楽しく

喜捨していただけるように努め、目標額を 270

万円とする。 

5. ラッキーな会員を会全体で祝うように呼び掛

ける。 

6. 地区補助金事業「ロータリーデー・津島の抹茶

文化探訪（10/13）」への積極的な参画。 

 

鈴木吉男戦略特別委員長 

全世界のロータリーの会員数

は、この 20年間ずっと 120万人

程度で推移し特に日本のロータ

リアンは約 9 万人と減少し続け、

また会員の高齢化が進んでいま

す。ロータリークラブ自体が活

動を通じ変化をもたらす知識や意欲をもたないク

ラブになっていないでしょうか。ロータリークラ

ブが世界でどんな活動をしているか知らないロー

タリアンがいかに多いことでしょう。 

ロータリー財団の持続可能なプログラムが、ロ

ータリーの基本方針に位置づけられている今、ロ

ータリーの活動プログラムがロータリアン、クラ

ブ、地域社会への愛と共感の心を示す必要があり

ます。ロータリークラブが変化の推進者となり、

変化の推進者となりうるプログラムに大胆にチャ

レンジする必要があります。 

将来を見越した素晴らしい方向性を示し、実現

できるような意識改革ができる委員会活動にした

いと思います。 

地区補助金事業「ロータリーデー・津島の抹茶

文化探訪（10/13）」への積極的な参画。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 14日(土)、ホテルナゴヤキャッスルにて

稲沢ＲＣ創立 55周年記念式典が開催され、伊

藤哲朗会長が出席しました。 

7 月 20 日(金)の例会

終了後、津島市役所社

会教育課にて書籍『天

王まつり』200 冊を寄

贈し、武藤育雄教育長

に目録をお渡ししま

した。 

5年毎出席100%表彰。左から宇佐美三郎君(10年)、

岡本康義君(20 年)、稲川明俊君(30 年)、高木輝

和君(35 年)、篠田廣君(25 年)、会長、浅井彦治

君(25年)、加藤則之君(25年)、伊藤基君(15年)、

吉田康裕君(5年)にアテンダンスバッジを贈呈。 

加藤則之副会長代理 

7月 23日㈪、

第 33 回津島

東高校ＩＡＣ

例会が開催さ

れ、会長・幹

事が出席しま

した。 

猪飼充利君、稲垣宏高君 

宇佐美三郎君(指揮) 
横井知代君のピアノに

合わせて♪ 

入会予定の堀田正裕氏 

伊藤祥文君

より、退会

のご挨拶 
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次回例会 

第 3161 回 ’18 年 8 月 17 日 (金)1 

≪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 松本浩義君 

講  師：津島消防署職員 

演  題：「ＡＥＤの重要性について 

              パートⅡ」 

お知らせ 

■休会 

8月 10日（金） 定款 7-1 

 

■事務局盆休み 

 8月 10日（金）～15 日（水） 

 

■ガバナー補佐訪問例会 

と き：8月 24日（金）12：30 

 ところ：ツシマウール会館 

その他：クラブ協議会 15:00頃まで 

    出席対象の方はクラブ計画書 

    をご用意ください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地区イメージ向上委員長会議 

吉田康裕幹事 

 7月 25日(水)、名鉄グランド

ホテルで地区のイメージ向上委

員長会議が開催され、ＣＢＣテ

レビの石塚元章キャスターが講

演されました。 

 
尾張津島天王祭 

 7 月 25 日に突然発生した台風 12 号が接近し、

市民の安全のため、7月 28、29 日の尾張津島天王

祭と一連の行事が全て中止になりました。天王祭

見物も兼ねて津島で行われる予定だった第 1 回西

尾張分区会長・幹事会も中止という残念な結果で

したが、神事だけは粛々と行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 7月 26日(木)、炎天下の桑名ＣＣにて 6人が参

加してゴルフ会が行われました。優勝は高木輝和

君、山田公男君は見事 3位でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8月のメニュー(続き) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 高木輝和 43 46 89 20 69 

2 位 幅 辰雄 43 44 87 14 73 

3 位 山田公男 54 50 104 28 76 

 

8月 17日（金) 冷しゃぶ 

8月 24日（金） 天丼、赤出し 

8月 31日（金) 割子弁当 

   

7 月 25 日(水)、名鉄ニ

ューグランドホテルで、第

1回次期ガバナー補佐研修

会議が開催されました。篠

田廣ガバナー補佐エレク

トが参加し、ガバナー補佐

委嘱状が手渡されました。

次年度は津島ＲＣがガバ

ナー補佐事務所をつとめ

ることになりましたので、

ご協力をお願いします。 

【7月 27日 祭前夜】 

【7月 29日 朝祭】 

稚児打ち廻し 

笛と太鼓のお囃子

が演奏される巻藁

舟から降りて、稚

児たちが神社へ向

かいました。 

市江車と当番車(堤

下車)の 2艘のみ、能

人形と一部飾り付け

のない車楽舟が出

船。鉾持ち衆は丸池

に飛び込み、上陸す

ると津島神社へ。 

神輿
みこし

還御
かんぎょ

 

神様が津島神社へ

無事お帰りになり

ました。 

 台風来るわぁ 

ヤバイなぁ 

岡本康義君 


