本日の行事予定 (2019 年 3 月 15 日)
第 3188 回例会
例会担当：国際奉仕委員長 寺島淳一君
内
容：姉妹クラブ・台北滬尾扶輪社
歓迎交流例会

きます。本来なら副会長が挨拶するべきところ、
「そろそろ、次年度の挨拶の練習をしておきなさ
い」という会長のご厚意であ
ります。何事もなければ次年
度は会長の予定なので、人前
で話すのが苦手の私が、4 ヶ月
先回の記録
後から毎週みなさんの前で挨
第 3187 回 ’19 年 3 月 8 日（金）晴れ
拶せなかんと思うと、大変憂
卓話担当：岡本康義君
鬱です。
講
師：津島ガイドボランティア
さて、地区内交流で、本日は稲沢ＲＣより 3 名
大橋忠彦氏
のお客様を迎えております。ようこそ津島にいら
演
題：「津島について」
っしゃいました。入会 3 年未満の方と引率のおふ
ロータリーソング 「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」
た方であります。津島ＲＣでは「勝手に行ってり
ソングリーダー 寺島淳一君
ゃ」だったのかな、稲沢の方は優しいですね。今
ビ ジ タ ー 宮﨑忠広君（稲沢ＲＣ）
日の食事はハヤシライスです。登録料に対して、
伊藤正弘君（稲沢ＲＣ）
割りに合わんと思われたかもしれませんが、そん
渡邉京子君（稲沢ＲＣ）
じょそこらのハヤシライスとはわけが違います。
会 員 総 数 62 名
2 月 16 日例会分訂正
天下の朝日寿しさんが、昨日一日中店をお休みし
出席免除会員 19 名
欠 席 会 員
0名
て作り上げた最高級特別煮込み品でございます。
本日出席会員 43 名
MAKEUP 会 員
0名
そして、来週にはまた一段と美味しくなる「鰻」
本日の出席率 69.35％ 訂 正 出 席 率
100％
を用意してお待ちしておりますので、是非お越し
超 過 出 席 伊藤哲朗君、吉田康裕君、加東郁
ください。
郎君、滝川林一君、山田勝弘君、堀田正裕君、加
本日の卓話の担当は岡本君です。岡本君には何
藤隆朗君（親睦活動委員会）、浅井彦治君、飯村
かといろいろとお願いしてはおるんですが……何
理君、篠田廣君、杦田勝彦君（2019-20 年度ロー
とか頼みますよ。講師の先生はガイドボランティ
タリー財団補助金管理セミナー）、篠田廣君、山
田勝弘君（2019-20 年度地区チーム研修セミナー）、 アの大橋忠彦さんです。津島の歴史について、楽
しく語っていただけると思います。よろしくお願
伊藤哲朗君、浅井彦治君、伊藤幸蔵君、杦田勝彦
いします。
君、田中正明君、山田勝弘君、稲垣宏高君、篠田
さて、いよいよ春を感じられる陽気となってき
廣君、高木輝和君、山本達彦君（2019-20 年度西
ました。神さまに春の訪れを報告する「開扉祭」、
尾張分区年間事業計画調整会議）、吉田康裕君、
神谷里明君、田中正明君、寺田晏章君、小林啓子
昨日でした。行かれた方、みえますかね？ 幹事
君（第 20 回西尾張分区ロータリークラブ美術展）、 の吉田君、公(きみ)ちゃん、消防の偉いさんの山本
伊藤哲朗君、山田勝弘君、加東育郎君、坂井裕君、
君、名誉会員の日比市長さんにお会いしました。
住田正幸君（会員増強委員会）
今回、実は私も初めて間近に見まして大変感動し
ました。せっかくの素晴らしい祭りですが、ちょ
会長エレクト挨拶
っとギャラリーは少ないのが、残念でした。
伊藤幸蔵会長エレクト
日本の伝統文化にも触れてもらおうと、ベトナ
みなさんこんにちは。本日も元気に例会にご出
ム人技能実習生を 10 人連れて行ったんですが、大
席いただきありがとうございます。今日は会長所
変素晴らしいお祭りだと喜んでおりました。でも
用のため、私が変わりまして挨拶をさせていただ
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食事をするところがなくって、困りました。年に
1 度の祭りの時くらい……頼みますよ、公ちゃん。
で、ちょっとだけ、新聞の宣伝をさせていただ
きます。いつも一宮の記事ばかりで地元のニュー
スがあまり掲載されない尾張版ですが、今日の中
日新聞の最終面、地元の記事が満載、盛りだくさ
んです。津島署の警察官のセコイ保険金詐欺。津
島には珍しく殺人事件。そして、この「開扉祭」
の記事が載っています。最近は四角いやつＱＲコ
ードかついており、ＱＲコードでスマホやタブレ
ットで動画も見ることができます。お楽しみくだ
さい。
さて、明日いよいよペッツ（ＰＥＴＳ）とやら
の会議が東急ホテルであります。次年度に向けて
しっかり勉強してきたいと思います。 また、次週
は台北滬尾ＲＣが来ます。よろしくお願いします。
今年度もまだまだ、7 月までは、いろんなことが
目白押し、地方議員選挙、新天皇即位、改元、ゴ
ールデンウィーク 10 連休、Ｇ20 大阪サミット、
大きなニュースが矢継ぎ早です。15 日には次年度
の理事会もいよいよあります。いろいろご迷惑を
おかけしますが、よろしくお願いします。

予定です。
 本日、杦田幹事エレクトが欠席ですので、代わ
ってご連絡いたします。
・3 月 15 日（金）の夜 6 時より、「第 1 回次年
度役員・理事・委員長会議」が朝日寿しにて
開催されます。
・4 月 14 日（日）、「次年度のための地区研修・
協議会」が開催されます。出席該当者の方に
案内をお配りしました。地区への登録締め切
りが来週ですので、大至急出欠のご回答を事
務局へお願いします。

ニコボックス報告 第 3187 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本日の卓話
講師に津島ガイドボランティ
アの大橋忠彦氏をお迎えして。
②本日、分区内交流で稲沢ＲＣ
入会 3 年未満会員の宮﨑忠広君
と引率の伊藤正弘君、渡邉京子
君をお迎えして。③岡本君、本日の卓話よろしく
お願いします。
幹事報告
浅井彦治君、伊藤幸蔵君、伊藤誠君、岡本康義君、
吉田康裕幹事
加藤則之君、住田正幸君、高木輝和君、山本達彦
 本日は、西尾張分区内交流
君 ①本日の卓話講師に津島ガイドボランティア
（下期）で、稲沢ロータリ
の大橋忠彦氏をお迎えして。②本日、分区内交流
ークラブより 1 名の方と、
で、稲沢ＲＣ入会 3 年未満会員の宮﨑忠広君と引
付き添いの方 2 名が例会に
率の伊藤正弘君、渡邉京子君をお迎えして。
出席していただいています。 飯村理君、猪飼充利君、稲川明俊君、加東育郎君、
 3 月 9 日土曜日 10 時より、 柴田伸彦君、高木輝和君、山田公男君 昨晩、天
2019-20 年度会長エレクト
候にも恵まれ、盛大に開扉祭（おみと）が無事行わ
研修セミナー「ＰＥＴＳ」が、場所で開催され、
れました。
伊藤幸蔵会長エレクトと篠田廣ガバナー補佐
前田昭生君 卓話講師に同級生の大橋忠彦君をお
エレクト、山田勝弘分区幹事エレクトが出席す
迎えして。
る予定です。
岡本康義君 本日、卓話を担当します。
 次週 3 月 15 日金曜日 6 時より、次年度第 1 回
宇佐美三郎君 花粉が舞っています。くれぐれも
理事会が、朝日寿しで開催されます。
お体に留意してください。
 次週 3 月 14 日木曜日には、台北滬尾ロータリ
浅井賢次君 ①カハラサンライズＲＣに出席、ハ
ークラブのメンバーとそのご家族 16 名の皆様
ワイから無事帰りました。②卓話に大橋忠彦さん
が、中部国際空港セントレアにお越しになられ
に来ていただき、お話を楽しみにしております。
ます。その日は、朝から伊藤哲朗会長はじめ、 よろしく。③稲沢ＲＣの皆さん、ようこそおいで
国際奉仕委員会のメンバーでお出迎えに行き、 くださいました。心より歓迎いたします。
夜には津島ロータリークラブのメンバーの皆
相羽あつ子君 （主人からです）名古屋東南ＲＣ
様との歓迎会を開催する予定となっています。 の創立 50 周年記念コンサートに参加させていた
翌日 15 日金曜日には、津島市内にお越しいた
だき、ありがとうございました。
だき、津島神社を参拝後、当クラブの例会にご
幅辰雄君 3 月 3 日に長男結婚式でした。初孫の
出席をしていただき、国際奉仕委員会寺島委員
誕生が楽しみです。
長の担当で、歓迎および国際奉仕にまつわる企
相羽あつ子君、小林啓子君 Ｍr.ＸさんとＭr.Ｔ
画をしていきたいと思います。皆様、是非とも
さんにホワイトデーのプレゼントをいただきまし
ご出席していただきますよう、お願いします。 た。
 また、次週 3 月 15 日金曜日の例会には、あま
神谷里明君 先週のウィークリーに夫婦で掲載し
ロータリークラブより次年度田中正博会長、鈴
ていただきました。
村與左衛門副会長、藤田隆志幹事が来訪される
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卓 話
卓話担当：岡本康義君
講
師：津島ガイドボランティア
大橋忠彦氏
演
題：「津島について」

津島の初出：従来津島の初見は大須にある七ッ寺
に伝わる平安時代末期の承安五年（1175 年）に書
き写された国宝指定の七ッ寺一切経の巻末に伊勢、
白山、熊野、熱田などに交じり津島社が記されて
おり、津島社は平安時代末期にはすでに尾張の有
力な社でした。しかし、今世紀になり奈良県飛鳥
地方にあった飛鳥浄御原朝廷の遺跡調査の結果、
今から約 1340 年前の天武七年（678 年）、物資を
運搬する際に荷物につけられていた送り状として
の木簡が出土しそれに津島の文字が記されてあり、
一気に津島の初見が 500 年ほど遡ることになりま
した。文字は「尾張海評津島五十戸：おわりあま
ごうりつしまのさと」と記され、尾張津島から米
を送った内容でした。ただ現在の津島市の市街区
域と場所が同じであるかどうかはわかりませんが、
もう少し広範囲の区域：三宅の辺りを含む区域で
はないかと個人的には考えています。
三宅＝屯倉：朝廷の直轄地又は物資集積地を意
味し、同地に牛頭山長福寺があり少し後の奈良時
代には国府が近くに置かれていました。更に三宅
から津島神社の神事に参加しています（鴉呼び神
事行事）。
津島は湊町：津島は天王川（足立川、津島川）に
沿った湊として栄え、江戸中期までは現在の御旅
所の辺りに 130ｍほどの橋が架かっていました。
それ以前の室町時代には 300ｍ程の橋が架かって
いたとの記述もあります（宗長手記：1528 年）、
そして水運によって大変発展していました。現在
でも水運に関係した筏場（いかだば）、船戸（ふなと）、
皆戸（みなと）などの町名が残っています。川は 250
年ほど前に締め切られましたが、付近に湊があり
（川が流れていた中近世の湊の位置は時代により
移動してはっきりしません）そこから桑名に渡る
航路が江戸末期まで存在し、湊周辺には旅人相手
の料亭なども多くありました。
川は明治中頃（今から 120 年ほど前）に木曽三
川分流、佐屋川締め切り工事に付随して完全に締
め切られ、現在では天王川公園として一部を残し
ているのみで、藤棚の間の水路が名残です。

津島は門前町：津島は津島神社（牛頭天王社）の
門前町として特に中部、関東、東北地方から多く
の参拝者が訪れて繁栄しました。そして津島神社
の分霊社は全国に 3000 社あるとされています、ご
祭神は京都の八坂神社と同じく須佐之男尊（すさの
うのみこと）で疫病退散の御神徳で有名です。勝幡織
田家が津島を重視したのは、湊を通過する舟に対
する運上金による富の確保と、御師による布教活
動によって得られる神社の情報収集力を重く見た
ためと言われています（敵対する他国に布教活動
を許されていました）。お寺も非常に多くほとん
どの宗派が存在し、東海三県の全市町村で面積当
りの寺院の数が最も多いとの調査結果が最近発表
されています。
津島の祭り：津島には一昨々年にユネスコの無形
文化遺産に登録された天王祭があります。この祭
りは今から 600 年ほど前から始まり、織田信長も
桶狭間の 2 年前に橋の上から見物しています（筏
場車記録：1558 年の項）。
祭起源は種々あり津島車と市江車では全く起源
内容が異なっていますが、江戸の初期には既に確
定的な起源は分からなくなっていました。この祭
を出す町内を津島五ケ村(米、堤下、筏場、今、下：
町方) といい、室町時代から続いている町内で天
王川の旧土手道に沿っています。
秋まつりの山車は今から 300 年ほど前から天王
祭に参加しない町内の人々（地方）が始めました
（年代順には：七切り➡今市場➡向島の順に増加
しました）。天王祭が本社の祭りだとすれば、秋
まつりは支社、支店（七切：市神社、今市場：大
土社、向島：居守社）の祭りに相当します。
石取祭は 100 年ほど前から始まりました。それ
ぞれの日程で行われていた秋まつりが今のように
10 月第一日曜日に催行するようになったのは、大
正末に津島神社が国幣小社に昇格したのを記念し
て統一して行うようになってからです。
さらに鬼祭、七福人舞、「かぐら」など多くの
祭りが受け継がれていますが、これらの中には少
子高齢、町の衰退などで近年行われなくなった祭
りもあります。
津島の産業：今から 50 年くらい前までは一宮、津
島地方は日本でも有数の繊維（毛織）産業の盛ん
な都市でした（津島の繊維会社の関係者が日本の
高額納税者の一位になったこともありました）。
そしてそれに付随して人も資金も多く集まりまし
た（都市銀行も：第一勧銀、住友、東海、協和銀
行の 4 行ありましたが、現在は三菱ＵＦＪ銀行の
みが店舗営業をしています）。その発展に貢献し
た中心的人物が「片岡春吉」氏で、氏の功績をた
たえた銅像が天王川公園にあります (蛇足ですが
現在の銅像は三代目です、初代は戦争中に金属回収
のため供出、二代目は陶器製でしたが、戦争末期の
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空港には 11 時
頃到着。「ま
るは食堂りん
くう店」で、
名古屋めし
(?) の 巨 大 エ
ビフライ昼食
で腹ごしらえ
しました。
この後、ショ
ッピングを楽
しみ、名古屋
のホテルへ。

昭和東南海地震で破損し、現在の像は毛織産業の最
盛期の昭和 28 年に設置されました)。

なお天王川公園は大正時代に明治神宮外苑、日
比谷公園、鶴舞公園など日本の多くの有名公園を
設計し、日本公園の父と言われた本多静六博士が
手がけましたが、予算不足のために完成はしてい
ません。
その他

山田勝弘副会長

寺島淳一君

神谷里明親睦
活動委員

夜は名駅の「木曽路」
で歓迎会を開催。津島
ＲＣからも 15 名が出
席して、再会に乾杯！

常滑名物
の招き猫
→

稲沢ＲＣの伊藤正弘君、宮﨑忠広君、渡邉京子君

浅井彦治次年度補助金
委員に委嘱状

滝川林一親睦活動委員
長より家族会のご案内

国際奉仕委員会

Photo by Yoshida & Yokoi
次回例会
第 3189 回 ’19 年 3 月 29 日(金)
卓話担当：篠田廣君
演
題：「糖尿病よもやま話」

寺島淳一委員長
3 月 14 日（木）、姉妹クラブの台北滬尾ＲＣ会
員 9 名とご家族、ご友人 8 名、通訳の方 1 名の 18
名が日本を訪問され、伊藤会長、吉田幹事、寺島
国際奉仕委員長、鈴木国際奉仕副委員長がお出迎
えしました。

お知らせ
■休会
3 月 22 日（金） 定款 8-1
■国際奉仕委員会
と き：3 月 29 日（金）13：30
ところ：例会場（津島ウール会館）
■ロータリー情報委員会
と き：3 月 29 日 18：00
ところ：魚しま

中部国際空港で、台北滬尾ＲＣの皆さんと
熱烈歓迎！
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