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本日の行事予定 (2019 年 5 月 17 日) 

第 3194 回（例会）  

卓話担当：宇佐美三郎君 

講  師：津島税務署長 磯部剛氏 

演  題：「税務署は事業者の 

敵ですか？ 味方ですか？」 

 
先回の記録（例会） 

第 3193 回 ’19 年 5 月 10 日（金）晴れ 

≪青少年奉仕月間≫ 

卓話担当：青少年奉仕委員長 中野義光君 

講  師：愛西市教育委員会教育長 

 平尾 理氏 

演  題：「青少年健全育成について」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  猪飼充利君 
会 員 総 数  62名   4月 5日例会分訂正 
出席免除会員  19名   欠 席 会 員    15名 
本日出席会員  51名   MAKEUP会 員    12名 
本日の出席率 82.26％  訂 正出席 率   95.16％ 
超 過 出 席 篠田廣君、山田勝弘君、山本達彦
君、伊藤幸蔵君、杦田勝彦君、浅井彦治君、田中
正明君、稲垣宏高君(ＩＭ実行委員会)、浅井彦治
君(第 7 回地区補助金委員会)、山田勝弘君、相羽
あつ子君、浅井彦治君、幅辰雄君、飯村理君、三
谷栄一君、佐藤敬冶君、篠田廣君、柴田伸彦君、
杦田勝彦君、猪飼充利君、伊藤幸蔵君、神谷里明
君、田中正明君(2019-20年度地区研修・協議会)、
飯村理君、猪飼充利君、杦田勝彦君(台北滬尾ＲＣ
歓迎会）、伊藤哲朗君、吉田康裕君、飯村理君、
猪飼充利君、伊藤幸蔵君、杦田勝彦君、鈴木吉男
君、寺島淳一君（台北滬尾ＲＣ創立 13周年記念式
典）、後藤務君、稲垣宏高君、伊藤幸蔵君、田中
正明君（次年度会員増強委員会） 

会長挨拶 

伊藤哲朗会長 

10日間という長い連休、みなさんいかがお過ご

しだったでしょうか。私のように、仕事づけとい

う方はおみえにならないと思います。仕事といい

ましても、取引先、銀行は休みでして、いうなれ

ば内向きの仕事だけで、要は会社に顔を出してい

ただけであります。連休全般に亘ってそれほどの

落ち込みもなくまあまあの出来でした。 

 連休中 2 日間、津島神社

でガイドをさせていただき

ました。4 月 29 日は、大英

博物館にある天王祭屏風絵

の複製のご案内をさせてい

ただきましたが私自身大変

勉強になりました。 

かの屏風絵はすでに市役

所などで展示され、マスコ

ミなどにも取り上げられていますので、今さら私

共がお話しする必要はないかと思いますが、まと

めて少しお話ししたいと思います。 

 複製の経緯についてはキャノンと京都のＮＰＯ

団体の協力でできていることは、すでに聞かれて

いると思いますので言及する必要はありませんが、

実によくできています。 

まず、どうして屏風絵がイギリスに渡ったかと

いうことですが、明治初期、東京大学医学部で教

授をなさっていた方が、お土産に買っていかれた

ものだそうであります。そして、原本は恐らく

1661 年から 1673 年くらいに描かれたものだそう

です。恐らく複数の絵師で数年かかっています。

私の勝手な推測では、7～8年です。服部ミドリさ

んが模写されたのは数年前ですが、かかりっきり

でおおよそ 3年強かかっていました。 

描かれているものから、当時の生活の様子がわ

かります。登場している人物も多種多様で、宵祭

には約 955 人書かれていますが、当時の武家、町

民、旅人などが描かれています。1629年に禁止さ

れた「女人歌舞伎」や、わずか 15年ほどしかなく

1652年に壊されてしまった「新宮」も描かれてい

ます。 

また、江戸時代、尾張藩の支援を受けて出てい

た「大山」、下町がやっていた「はやぶさ」の曲芸

(?)人形かと思われますが、朝祭には約 948人が描
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かれています。この時期、水分補給のためか名物

は「マクワ瓜」で、うどんやだんごなどが売られ

ており、お茶を飲んでいる風景もみられます。茶

文化も浸透していたのでしょう。 

さて、宵祭にもどり、提灯は間柱に 6 個、全体

で約 150 個ほどの飾りであったといわれています。

江戸中期まで、蝋燭の値段が高く、一説に蝋燭 1

本が当時の大工職人の日当分だったのでそうなっ

たといわれています。 

現在は、間柱 12個で、全体で 500個ほどの提灯

がついています。こういった数になっていったの

も、江戸時代後期だと伝えられています。また、

大英博物館の屏風絵は、宵祭、朝祭共に、東側か

ら描かれていますが、フランスのギメ美術館、西

本願寺の屏風絵は、それぞれ逆方向から見て描い

てあるそうです。見られる機会があれば、覚えて

おかれるといいかと思います。また、徳川美術館

にある屏風絵は、方向がわかりにくいそうです。 

ここには、岡本さんを始め、お祭りの担い手の

方がたくさんおみえになるので、私が勉強させて

いただいた一端をお話しさせていただきました。 

ガイドを通じて街の文化を学ぶことができたこ

とを、今あらためて嬉しく思っています。 

 
幹事報告 

吉田康裕幹事 

 本日 5 月 10 日（金）18

時より、新旧合同の役

員・理事・委員長会議を

祖父江町にあります「味

の山善」にて開催します。

送迎バスは 17 時 30 分に

津島商工会議所を出発し

ますのでよろしくお願い

します。 

 5 月 13 日（月）18 時より、末廣寿司にて第 4

回次年度ＩＭ実行委員会が開催されます。 

 5 月 14 日（火）15 時より、第 6 回地区社会奉

仕委員会がガバナー事務所で開催され、猪飼地

区委員が出席します。 

 5月 16日（木）、津島・あまロータリークラブ

合同ゴルフ大会が、桑名カントリー倶楽部にて

開催されます。出場されるメンバーの皆さん頑

張ってください。 

 本日は『ロータリーの友』5 月号を配布し、『ガ

バナー月信』及び『The Rotarian』各 5月号を回

覧しています。これらは地区のホームページか

らも閲覧できますので一度ご覧になってくだ

さい。 

 5月より10月末までクールビズとなりますので、

ノーネクタイで結構で、よろしくお願いします。 

 5月のロータリーレートは＄1＝￥112です。 

 

ニコボックス報告 第 3193回分 

柴田伸彦ニコボックス委員長 

愛西市教育委員会教育長平尾

理氏 （御車代を喜捨いただ

きました） 

伊藤哲朗会長、山田勝弘副会

長、吉田康裕幹事 ①本日の

卓話講師に愛西市教育委員会

教育長の平尾理氏をお迎えし

て。②中野義光君、本日の卓

話よろしくお願いします。 

中野義光君 本日卓話を担当

します。よろしくお願いします。 

相羽あつ子君、浅井彦治君、浅井賢次君、飯村理

君、猪飼充利君、稲川明俊君、神谷里明君、加東

育郎君、河西あつ子君、佐藤敬冶君、住田正幸君、

野々山勝也君、前田昭生君、山田公男君、横井知

代君 令和初例会、おめでとうございます。 

伊藤幸蔵君、加藤則之君、坂井裕君、柴田伸彦君、

杦田勝彦君、野尻栄一君、余郷達也君 藤まつり 

盛大に行われました。お疲れ様でした。 

加藤隆朗君 親友の平尾教育長を卓話講師にお迎

えして。 

堀田正裕君、加藤則之君 卓話講師に平尾教育長

をお迎えして。 

稲垣宏高君 遅くなりました。前々週ロータリー

ゴルフで優勝しました。 

伊藤哲朗君 愛知県社会教育研究会で講演してき

ました。 

山本達彦君、堀田力男君 その他。 

 
卓 話 

≪青少年奉仕月間≫ 

卓話担当：青少年奉仕委員長 中野義光君 

講  師：愛西市教育委員会教育長 

 平尾 理氏 

演  題：「青少年健全育成について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年健全育成 

 このままでいいのか日本の教育？ 

～心豊かで、たくましく、しなやかな若者に～ 

① 社会の問題:このままでいいのか？ 

50年後、日本の人口は 3分の 2に。 

我が国は現在人口減少社会への道を緩やかに

歩みだしたところであるが、今後は加速的な人

口減少と世界に類を見ない高齢化に直面する。
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今回の推計結果はそうした人口の将来像を詳細

に描き出している。これらの結果が各方面にお

いて真剣に受け取られることを望みたい。（国

立社会保障・人口問題研究所） 

 

 

 

 

＊マスメディアの倫理観に左右される社会、ネッ

ト世界に生きる若者の育ちとストレス 

＊市民権を得つつある価値観：享楽的な個人主義･

事なかれ主義・日和見主義・非羞恥的主張…。 

 

②子供の問題・大人の問題：このままでいいのか？

やがて消えゆく「鍛え上げる文化」 

衰退：優しい 厳しい 恥の文化    

例：雨にも負けず 

横行：カーリング的子育て 甘い 冷たい 

 例：雨にも当てず 

 

雨ニモアテズ(作者不詳) 

 

雨ニモアテズ 風ニモアテズ 

雪ニモ夏ノ暑サニモアテズ 

ブヨブヨノ体ヲシ 

意欲モ体力モナク イツモ不満ヲイテイル 

家デハ菓子バカリ食ヒ 遅クマデ ゲームヲシ 

朝カラアクビバカリシテ 人ト遊ベズ 

ドンナコトモ自分ノタメダケヲ考エテ 顧ミズ 

作業ハ学校デモ家デモ 指示ヲ受ケ 

ウマク行カヌト 他人ノセイニシ 

晴レノ日モ ツネニ自分ノ部屋デ過ゴシテイテ 

東ニ病人アレバ 医者ガ悪イトイイ 

西ニ疲レタ母アレバ 老後ハ自分デ考エロトイイ 

南ニ死ニソウナ人アレバ 寿命ダト突キハナシ 

北ニケンカヤソショウガアレバ 決シテカカワラズ 

暑イ夏ハ ガンガンニ冷房ヲツケ 

寒い冬ハ ポカポカノストーブト炬燵デ丸クナリ 

ミンナニ良イ子ト カワイガラレ 

叱ラレモセズ コワイモノモシラナイ 

サウイウ子ドモニ 誰ガシタ 

 

＊子育てに感情は× 「怒る」と「叱る」 急増

する物わかりのいい親と怖いものなしの子 

 

 

 

 

＜例 1＞母親：じゃあ、先生。いじめはいじめた    

側が 100％悪いのですか？ いじめられ

た子は何も悪くないんですか？ 昨日は

私の子どもも辛い思いをしていたんです

が…。 

＜例 2＞学校からわが子の非行情報。可能性が高

いが本人は全否認。さてどうする？ 

＜例 3＞お父さん、公平・平等ってどういうこと？ 

＜例 4＞中 2 女子：先生は○○ちゃんには注意せ

んのに、どうして私だけ怒るの？ 

＜例 5＞バレンタインチョコ、なぜ学校では禁止

なの。そんなの自由でしょう？ 

＜例 6＞覚せい剤使用って本人の責任、本人の自

由、本人の勝手でしょ。何が問題なの？ 

 

③学校の問題：このままでいいのか？ 

月 100 時間超の残業教師とゲームと遊び、友達

と遊べない子ども 

ゆとりのない教師：授業より苦情処理 

「いじめ」「不登校」「事故」「けが」「体罰」

「暴言」他 

＊そもそも学校は……警察？ 裁判所？ 医療機

関？ レストラン？ プロスポーツ養成所？ 

未熟な子どもにトラブルはつきもの。大人が理

想的な解決方法を子どもに見せつける。 

 

 

 

 

 

＊真の安心安全な生活：子ども自らが危険予知能

力を育むこと（自立自律） 

＊期待したいこと：積極的な生活体験と人的交

流・体力アップ 

 

 

 

 

 

 

④「アメリカインディアンの子育て」に学ぶ 

 
誕生日祝福（5月） 

加東育郎親睦活動委員 

八谷順一君（ 1日）  横井知代君（23日）  

古川弘一君（26日）  山田公男君（27日）  

鈴木吉男君（31日） 

 

夫 人 

杦田勝彦夫人（ 3 日）  飯村 理夫人（17日）  

伊藤幸蔵夫人（18日）  後藤 務夫人（21日）   

  

結婚記念日祝福 

宇佐美三郎君（ 5日） 伊藤 幸蔵君（ 9日） 

吉田 康裕君（ 9日） 横井 知代君（17日） 

遠山 孝義君（29日） 

 

 

学校は楽しいところでなくてはならない。し

かし、人格を否定されることは除き、時には

歯を食いしばり、涙をこらえて我慢するとこ

ろでなくてはならない。 
 

少子高齢による人口激減社会に向けて、国

は何の手も打たなかった。日本は必ず衰退

する。（堺屋太一） 
 

＊子供の「心を練る」…物事をとらえる幅広

い視野（価値観）が人間を成長させる 
 

求められる教師（大人）の立場：四者悟入 

四者：（ 学 者）（ 医 者） 

（ 易 者）（ 役 者） 
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次回例会(例会変更) 

’19 年 5 月 24 日(金)→5 月 26 日(日) 
≪第 3195 回 日帰り家族例会≫ 

～京都高雄 川床料理と三尾めぐり 

＆どぼ漬教室～ 

出発時間：8：10（～19：20頃） 

集合場所：津島商工会議所 駐車場 

お知らせ 

■休会 

5月 31日（金） 定款 8-1 

 

■次年度合同委員会（11 委員会） 

と き：5月 17日（金）18：00  

  ところ：朝日寿し 

 

■第 39回津島東高校ＩＡＣ例会 

と き：5月 24日（金）16：00  

  ところ：津島東高校北館 2中教室 

 

■例会変更 

 6月 14日(金) → 6月 11日（火） 

「津島ＲＣ創立 66周年記念祝賀例会」 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 さわやかな風、眩しい太陽のゴルフ日和となっ

た 5 月 16 日㈭、桑名ＣＣにて第 33 回あま・津島

ＲＣ合同ゴルフ大会が開催され、あまＲＣ23 名、

津島ＲＣ17名の総計 40名が参加しました。 

団体戦ではあまＲＣが優勝し、個人戦ではあま

ＲＣの西川広樹君が優勝、2 位は同点ながら 7 歳

若い津島ＲＣの三谷栄一君でした！ ブービーが

好きな (?)伊

藤哲朗会長は、

見事に合同で

ブービー賞を

獲得しました

(笑)。 

山本ゴルフ幹

事、お疲れ様

でした。 ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6月のメニュー 

 

 

 

 

 

 

 
6月の例会変更 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

尾西RC 6/10 月 尾西信用金庫本店 

稲沢RC 6/12 水 林商事ビル 

名古屋西RC 6/13 木 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ2F 

尾西RC 6/17 月 尾西信用金庫本店 

名古屋栄RC 6/17 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ9Ｆ 

あまRC 6/17 月 名鉄グランドホテル 

一宮中央RC 6/19 水 一宮商工会議所ビル 

名古屋守山RC 6/19 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ2F 

名古屋丸の内RC 6/20 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ9F 

名古屋大須RC 6/20 木 名古屋東急ホテル 

尾西RC 6/24 月 尾西信用金庫本店 

名古屋空港RC 6/24 月 キャッスルプラザ 

名古屋城北RC 6/25 火 栄東急REIホテル 

名古屋名駅RC 6/26 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋東南RC 6/26 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ2F 

6月 7日（金） 鰻丼、吸い物 

6月 11日（火・夜）陶板焼御前（木曽路） 

6月 21日（金） カレーライス、サラダ 

6月 28日（金） 割子弁当 
 

山田勝弘副会長 
司会の余郷達也

会場委員 

佐藤和絵事務局員 

山田薫事務局員 
ソングリーダー 

猪飼充利君 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 西川広樹 45 52 97 21.60 75.40 

2 位 三谷栄一 49 48 97 21.60 75.40 

3 位 板津和博 52 44 96 20.40 75.60 

 


