本日の行事予定 (2018 年 10 月 5 日)
第 3168 回例会
卓話担当：後藤務君
講
師：㈱三和スクリーン銘板
総合経理部 山本洋一氏
演
題：「加飾技術の世界から見た
これからの車作り」

が降ると全く仕事になりません。つくづく屋内で
お仕事をされている方がうらやましく思います。
一昨日より、国際奉仕委員会が中心となって寺
島委員長、吉田幹事と多くのメンバーが台北滬尾
ＲＣへ出かけられています。悪天候で予定通り帰
ってこられるか、若干心配でありますが、より一
層の友好を深めてきていただけると思います。
そして、大変おめでたいニュースが、先日の中
日新聞の県内板に掲載されていました。我が津島
ＲＣの余郷利彦さんが平成 30 年度地域文化功労
者文部科学大臣表彰を受賞されました。「文化財
保護」（尾張津島天王祭協賛会名誉会長）。心よ
りお祝い申し上げます。
また、本日はあまＲＣより分区内交流で神戸さ
んに来訪していただき、そしてあまＲＣパスト会
長栗木さんが同行してお越しくださいました。新
入会員が一人で他のクラブに出席する場合、大変
心強いと思います。津島ＲＣもできればお願いし
たいと思います。
最後に、本年のメイン事業でありますロータリ
ーデーとして「津島の抹茶文化探訪」の事業が、
10 月 13 日の土曜日に開催されます、終日の長丁
場でありますが、堀田委員長率いる社会奉仕委員
会がしっかりと準備を進めてまいりました。後ほ
ど当日の役割、タイムスケジュール等を委員長よ
りご説明していただきます。メンバーの皆様のご
協力をいただき、素晴らしい事業になりますよう
重ねてお願いし、本日のご挨拶とかえさせていた
だきます。

先回の記録
第 3167 回 ’18 年 9 月 28 日（金）晴れ
卓話担当：杦田勝彦君
講
師：山田富久氏
演
題：「津島の魅力を探る
～金筬リードワイヤーの製造～」
ストレッチ体操 加東育郎君
ロータリーソング 「それでこそロータリー」
ソングリーダー 伊藤幸藏君
ビ ジ タ ー 栗木和夫君（あまＲＣ）
神戸剛君（あまＲＣ）
会 員 総 数 66 名
9 月 7 日例会分訂正
出席免除会員 22 名
欠 席 会 員 11 名
本日出席会員 45 名
MAKEUP 会 員
7名
本日の出席率 68.18％
訂 正 出 席 率 96.83％
超 過 出 席 伊藤哲朗君（地区審議会・指導者
育成セミナー）、伊藤幸藏君（地区ＲＬＩ会長エ
レクト研修パートⅠ）、浅井彦治君（第 4 回地区
職業奉仕委員会）

副会長挨拶
山田勝弘副会長
本日は、伊藤会長が南の
方へ出かけられていますの
で、本来なら前年の佐藤パ
スト会長がお話しされるの
が通例かと思いますが、副
会長の私山田が代わりにご
挨拶申し上げます。
先日の台風 21 号に続いて、また大変大きな台風
24 号が週末に来るということですので、十分な準
備を行って何事もないように心がけていただきた
いと思います。私事ではありますが、これだけ雨

幹事報告
猪飼充利前年度幹事
 本日、西尾張分区内交流と
して、あまＲＣより 2 名の
方にご出席いただいていま
す（神戸剛君と栗木和夫君）。
 本日、10 月 27、28 両日に
開催される地区のイベント
「第 6 回ワールドフード＋
ふれ愛フェスタ（ＷＦＦ）」の案内チラシをお
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配りしました。チケットをご希望の方は、事務
局へお申し出ください。
 10 月 12 日の第 3169 回例会を 13 日に変更して
「ロータリーデー・津島の抹茶文化探訪」を開
催します。各委員会ごとにお役目が割り振られ
ていますので、後ほど堀田力男社会奉仕委員長
より詳しいご案内をしていただきます。
 東日本大震災で親を亡くした子供たちのため
の「ロータリー希望の風奨学金」の募金箱を置
いていますので、よろしくお願いします。
 次週 10 月 5 日（金）、第 5 回役員・理事・委
員長会議を開催します。該当の方はご出席いた
だきますよう、よろしくお願いします。

て私も元気にがんばります。②神谷先生にお世話
になりました。
加藤隆朗君 中野さんにお世話になりました。

卓 話
卓話担当：杦田勝彦君
講
師：山田富久氏
演
題：「津島の魅力を探る
～金筬リードワイヤーの製造～」

ニコボックス報告 第 3167 回分
柴田伸彦ニコボックス委員長
神戸剛君（あまＲＣ） 本日よ
【津島の産業】
ろしくお願いします。
（1）織機と筬(おさ) 概略の歴史
栗木和夫君（あまＲＣ） 皆さ
んこんにちは、12 月中旬に苺狩
り園がオープンします。皆様お
待ちしています。
伊藤哲朗会長、山田勝弘副会長、
吉田康裕幹事 ①本日の卓話
講師に、山田富久氏をお迎えして。②杦田勝彦君、
本日の卓話よろしくお願いします。
伊藤幸藏君、加藤則之君、佐藤敬冶君、水野憲雄
君 あまＲＣの栗木和夫君、神戸剛君をお迎えして。
杦田勝彦君 本日の卓話担当です。よろしくお願
いします。
余郷利彦君 文部科学大臣より文化功労表彰を受
賞致しました。
・筬とは、経糸を正間隔に
伊藤哲朗君 ①余郷さん、受賞おめでとうござい
筬
整列させる
ます。②山田副会長、よろしくお願いいたします。
・緯糸を打ち込む
加藤則之さん、猪飼充利さん、ありがとうござい
ます。③ららぽーと名古屋みなとアクルス 1Ｆに
織機
生活雑貨店をオープンしました。
山田勝弘君、相羽あつ子君、浅井賢次君、飯村理
君、猪飼充利君、伊藤幸藏君、伊藤誠君、伊藤基
君、稲垣宏高君、稲川明俊君、大河内勝彦君、梶
浦興蔵君、片岡鉄君、神谷里明君、加藤隆朗君、
加藤則之君、加東育郎君、後藤務君、佐藤敬冶君、
坂井裕君、篠田廣君、柴田伸彦君、杦田勝彦君、
筬
住田正幸君、高木輝和君、宅見康悦君、寺田晏章
（2）筬の製造
君、中野義光君、根﨑健一君、野尻栄一君、則武
①㈲筬直リード製作所
克也君、服部貴君、幅辰雄君、古川弘一君、堀田
〇高速織機用・手織
力男君、前田昭生君、水野憲雄君、矢田潔君、八
用の金筬や毛織物
谷順一君、山田公男君、山本達彦君、横井知代君
用・綿織物用金筬
余郷利彦君の平成 30 年度地域文化功労者文部科
を製作しています。
学大臣表彰｢文化財保護｣を祝して｡
②リードワイヤーとは
後藤務君 昨夜、ＵＦＪ常務に接待を受けました。
筬羽(おさは)になる材
色々お話を聞きました。やっぱり違うと思いまし
料のことで、リードワイヤー製造は全国で 2
た。
～3 社だけ。
高木輝和君 ①余郷さんのお元気なお顔を拝見し
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・形状：薄い板状
・寸法：幅＝2.77～4.0mm、厚み＝0.244～1.270mm
③原料
・炭素鋼またはステンレス鋼の線材
φ1.143～2.032mm
④リードワイヤーの圧延工程
・常温での圧延＝冷延圧延(精密な寸法精度を出
すため)
⑤リードワイヤーの仕上げ工程
・6 工程を 1 台の機械で、工具を替えて行う
(横癖直し→幅取り→面取り→バリ取り→平
面仕上げ→平癖直
し)
⑥筬の組み立て
・筬羽を網糸で編み、
接着剤でアルミ枠に
固定する
（3）ほかの産業
・仏壇、太鼓、あかだ、鍛冶
→気が付かないだけではないか？
（※なくなったもの：雪駄、津島麩、団扇…）
【津島の魅力とは】
（1）門前町（宗教・歴史）
津島神社に限定せず、寺社・歴史を発信
→歴史（文書・物）の発掘と再評価
・地道な学術的アプローチをできる条件整備
（学芸員、ミュージアム）
→地名、街並み、建物、寺など、「歴史とい
う資産」の活用と発信
・地名：米之座等の町名板
・寺巡り：御朱印、写経
津島の民家にある筬
のように細い縦板で
作った欄間を「筬欄
間」と言います。

その他

加藤則之元副会長

ビジターの神戸剛君、
栗木和夫君（あまＲＣ）

ロータリー
デーでは、
委員会ごと
に役割があ
ります…

堀田力男
社会奉仕委員長

伊藤幸蔵君

グローバル補助金事業視察
寺島淳一国際奉仕委員長
9 月 26 日㈬～28 日㈮、津島ＲＣの会員 6 名で、
台北滬尾ＲＣを訪問しました。26 日は夜の例会で
淡水橋から「ナイトクルージング」、2 日目はグ
ローバル補助金事業を進めている高義國小学校の
視察に同行しました。あやうく台風 24 号に遭遇し
そうになりましたが、無事帰国しました。

いつも空港までお迎えに来ていただき、謝謝！

（2）湊町（物流、商業）
・ヒト、モノ、カネ、情報の十字路
（3）産業(生産機能)
・今あるものの再発見、評価、支援
(手仕事、伝統産業、産業遺産)
【まとめ】
産業遺産が町の活性化に直結することは少ない
のですが、産業遺産の活用・保存をはかることは、
まちづくりや、町の魅力の掘り起こしに役立ちま
す。
昼食を共にして、再会を喜び合いました。
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≪ナイトクルージング≫
初日 26 日の夜は台北滬尾ＲＣの例会で、淡水河
のナイトクルージングを楽しみました。

9 月 27 日、高義國小学校で授業を視察し、主任
の先生から補助金事業の進捗状況を聞きました。

↑
クルージング
の船

電子黒板で学習
授業を視察

↑台北滬尾ＲＣのＲ旗、バナー、
会報等でおなじみの情人橋
船内でカラ
オケをした
り、果物(柑
橘類)の帽子
(?)をかぶっ
てみたりし
て大はしゃ
ぎ!

この帽子は、誰が一番似
合うかな(笑)？

子ども達が給食の
準備をしています

主任の先生が実施現況を説明

≪一滴水和平公園≫
2016-17(浅井会長)
年度に津島ＲＣと台
北滬尾ＲＣが共同で
記念植樹した一滴水
和平公園に、浅井彦治
君、田中正明君、吉田
康裕君の 3 人が立ち
寄りました。

次回例会(例会変更)
■地区補助金事業（第 3169 回例会）
「ロータリーデー・津島の抹茶探訪」

たまにはこうい
うのもいいね

き：10 月 13 日（土） 10 月 12 日(金)
お茶会 10：00～15：00
月見茶会 18：00～20：00
※例会 12：30～
ところ：国指定重要文化財堀田家住宅
と

熱唱！

次々回例会のお知らせ
第 3170 回 ’18 年 10 月 19 日 (金)
卓話担当：古川弘一君
講
師：日本弁理士会東海支部
支部長 井上佳知氏
演
題：「特許＝先端技術？
商標＝ブランド？
いえいえそんなことは
ありません！」

≪高義國小学校視察≫

欄外：北海道胆振地震義援金捻出のため、10 月 19 日
のメニューが天丼に変更になりました。

記念に集合写真を 1 枚
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