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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2012 年年年年 6 月月月月 22 日日日日))))    第第第第 2882 回例会回例会回例会回例会 クラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリー    
 先回先回先回先回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2881 回回回回    ’’’’    12 年年年年 6 月月月月 15 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：児玉昭児玉昭児玉昭児玉昭君君君君    講講講講        師師師師：：：：和可葉会和可葉会和可葉会和可葉会    杵屋六輪賀杵屋六輪賀杵屋六輪賀杵屋六輪賀    師匠師匠師匠師匠                                                        杵屋勘輪沙杵屋勘輪沙杵屋勘輪沙杵屋勘輪沙さんさんさんさん（（（（坂井裕夫人坂井裕夫人坂井裕夫人坂井裕夫人））））                                    児玉正江児玉正江児玉正江児玉正江さんさんさんさん（（（（児玉昭夫人児玉昭夫人児玉昭夫人児玉昭夫人））））    演演演演        題題題題：：：：長唄長唄長唄長唄「「「「津島四季津島四季津島四季津島四季のののの眺眺眺眺」」」」    ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング        「我らの生業」   ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー            加藤泰一郎君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数            72 名    5 月 25 日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員            20 名    欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員   14 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員            51 名   MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員    8 名 本日本日本日本日のののの出席率出席率出席率出席率        70.83%      訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  98.49% 超過出席超過出席超過出席超過出席 者者者者    古川弘一君、服部昭三君、日比一昭君、堀田勝君、伊藤基君、松崎安孝君、野々山勝也君、大谷与志弘君、佐藤栄一君、鈴木吉男君、田中正明君、寺田晏章君、寺島淳一君、山田勝弘君（５３０運動）     会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    寺田晏章寺田晏章寺田晏章寺田晏章会長会長会長会長 本日が今年度の通常例会の最後です。来週はクラブアッセンブリー、来々週は納会です。本日は最終例会にふさわしい華やかな卓話を児玉昭さんが担当してくださいました。講師に杵屋六輪賀師匠と児玉さんの奥様、坂井さんの奥様が三味線を交えて「津島音頭」を教えてくださるそうです。 この津島音頭は 7 月 6 日にマリオットホテルで開催される商工会議所女性部会愛知県大会で披露されます。女性会のメンバーが児玉さんや坂井さんの指導で一生懸命練習にはげんでいる最中です。 本日三菱東京ＵＦＪ銀行の三輪孝秀さんの入会

式を行います。本日の食事は商工会議所が地域活性化の一助にすべく開発した「信長めし」です。私も何度かいただきましたが、大変おいしいです。今回は江西町のマエヤマフーズさんにお願いいたしました。天王祭りの舟をイメージしたもろこのおにぎりや津島麸やレンコンなど当地域の産品を50％以上使った食事です。新聞やテレビなどにも取り上げられました。「信長めし」を食べて、「津島音頭」を聞いて、本日は津島ロータリーを十分堪能してください。あとはクラブアッセンブリーを残すだけです。1年間ありがとうございました。  幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    八谷八谷八谷八谷潤一潤一潤一潤一幹事幹事幹事幹事    1. 本日、三輪孝秀さんの入会式を行います。 2. 次年度国際奉仕委員会を本日、6時から朝日寿しにて行います。 3. 6/16(土)、地区新旧国際奉仕委員会に地区識字率向上委員長の鈴木吉男君が出席されます。 4. 6/20(水)、第 7 回地区未来委員会に地区識字率向上委員長の鈴木吉男君が出席されます。 5. 来週の例会はクラブアッセンブリーです。本年度理事、委員長の皆様はご用意願います。やむおえなく欠席される方は代理をお願いします。 以上ありがとうございました。     ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2881288128812881 回分回分回分回分    滝川林一滝川林一滝川林一滝川林一ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員委員委員委員    寺田晏章会長、鈴木吉男副会長、八谷潤一幹事 三輪孝秀さんをお迎えし本日入会式を祝して。 佐藤敬治君 ①愛知県味噌溜醤油工業協同組合の理事長に就任しました。②明日、娘が結婚します。これで 3人の子どもが、すべて所帯を持つことになりました。肩の荷がおりて、ほっと
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しています。 児玉昭君 本日卓話を担当します。 住田由純君、相羽あつ子君 六輪賀先生、坂井さんの奥様、児玉さんの奥様をお迎えして。 矢田潔君 坂井君、児玉君の奥様、ご苦労様です。 服部昭三君 カレーライスで日本赤十字津島地区へ寄付したおかげで、昨年より多く寄付金が集まりました。ご協力ありがとうございました。 宅見康悦君 「信長めし」を頂きます。 滝川林一君 ①今年も会社の軒下からつばめが無事巣立ちました。６羽確認。②ウィークリーに写真がのりました。 小林啓子君 浅井彦治さんにお世話になりました。ありがとうございました。 山田勝弘君 滝川さんにご無理をいいました。 伊藤哲朗君、加藤則之君、水野憲雄君、佐藤敬治君、山田清三君 三菱東京 UFJ銀行の三輪孝秀さんの入会を祝して。 日比一昭君、小畑英雄君 ウィークリーに写真が載りまして。 伊藤祥文君、城正憲君、堀田勝君、八木秀雄君、加藤則之君、加藤泰一朗君、根崎健一君 その他。     卓卓卓卓    話話話話    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：児玉昭児玉昭児玉昭児玉昭君君君君    講講講講        師師師師：：：：和可葉会和可葉会和可葉会和可葉会    杵屋六輪賀杵屋六輪賀杵屋六輪賀杵屋六輪賀    師匠師匠師匠師匠    演演演演        題題題題：：：：長唄長唄長唄長唄「「「「津島四季津島四季津島四季津島四季のののの眺眺眺眺」」」」                                                この度は津島ロータリーの卓話の講師としてお招きいただきまして、ありがとうございます。私事、ご紹介いただきましたように津島に出生いたし、昭和 36 年に土岐市の住民となりましたが、芸事、特に長唄は故・人間国宝十四代杵屋六左ェ門師に免許いただき、いまだがんばっております。好きな道を一生続けてこられ、最高の幸せと存じおります。  まず津島は芸所で、長唄「津島の四季の眺」、音頭「津島音頭」を演奏させていただきます。これは東京博覧会に演奏されたそうです。作曲は名古屋の方で杵屋六満佐師、作詞は山中松翁師です。舞踊の振付は名古屋の初代工藤倉鍵師です。 文化会館創立記念には、長唄「四季の眺」で舞台開きさせていただきました。舞踊も工藤流のお家元様にもお願いいたし、華やかな舞台開きでした。 

昭和初期の津島は、日本の輸出産業の重要な位置を占めるようになった毛織物産地として繁栄を謳歌しておりました。毛織物産業の隆盛に支えられ、地元花柳界もそれは華やかで、路地から三味線や琴の音が聞こえたほどの芸どころでした。当時、花柳界の堀田徳太郎組合長が「美しい津島の四季をうたった長唄がほしい」と、作詞や作曲を中央の家元らに依頼し、昭和 6 年秋に完成しました。作品は、格調が高く津島の名所、天王川の桜堤と川祭り、紅葉、雪景色などを唄い、川祭りのおはやしを思わす合いの手が入って、独特の雰囲気を醸し出した名曲で、早速、工藤流初代家元倉鍵さんに振附を依頼し、完成させた作品です。当時、京都の「都おどり」に倣い、恒例となっていた「津島おどり」の定番出し物としてもてはやされたという。また、昭和 12 年 3月、名古屋で催された「名古屋汎太平洋平和博覧会」には、地元産業ＰＲのた、え、町商工会の依頼によりイベントに参加出演しています。やがて、戦時色が強まるとともに唄われることも少なくなりました。  私、杵屋六輪賀は、当地を歌った数少ない長唄の一つであり、また父、徳太郎の遺した唄でもある「津島四季の眺」を、津島の文化財としてなんとか組蘇生させたいと思い、師匠の杵屋六斗和から口伝えで伝承していた長唄曲を採譜して、保存継承することとしました。  
長唄長唄長唄長唄「「「「津島四季津島四季津島四季津島四季のののの眺眺眺眺」」」」    

千早振る神代のむかし

偲るゝ津島の官居、 

須佐之男尊の神徳海

内に輝き渡る霊験の、

数限り無き國民を、譲り給へる高神座 

 

花の雲生櫻咲く、櫻堤の天王川、いざ見に

来ませ遠近の、老も若きも隔て無く、唄いつ舞い

つ花の陰、酒に酔ひよいよいやサー、 

 

樂の妙音萬燈の光、天を照らしつ池に映ず、比

無き尾張の船祭、人の堤や人の浪、寄せては開

く紅白の蓮の花見の朝納涼み、涼しき風もふくいく

と、薫る田毎の美しや、 

 

蜀紅の錦もかくや紅葉して、秋の千種の浮き模様、

天王川の川水に、うつす楓の派手姿、仰げば髙

き神苑の、神代の杉の梢にも、六つの花咲く雪

景色、けがれを拂ふしら妙の神の廣庭清すがし、

遠く望めば養老の、峰の白雪興添へて、眺め見

あかぬ風情なり 
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 なにはともあれ、津島市は、昔より芸事に熱心で伝統芸能が大切に守られてきました。また、本日ご披露の津島音頭は、私の子供の頃盆踊りで天王川の広場にて大勢の皆様が踊って楽しい一夜を過ごしておりました。本日はその津島音頭をご披露させていただきます。  
津島音頭津島音頭津島音頭津島音頭  作詞：吉川静夫 作曲：千葉 毅 編曲：寺岡真三 唄：市丸／鈴木正夫 

 

一、 ひろい尾張を 

太陽（おてんと）さんも 

旅してつかれりゃ  

津島で泊まる 

名さえ愛知の 西のまち 

人のひとのこころも 暖かい 

それもその筈 ここで始めた毛織物 

※津島太鼓でドドンコドン 

ピィヒョロ ピィヒョロ津島笛 

 

二、 こんな町なら お嫁に来たい  

サクラ クチナシ フジ ツツジ 

やがて二人は 夫婦（みょうと）花 

花の花の天王川公園円い池  

夜は赤い灯（ひ）  

胸にこぼれる 城下町 

※（くりかえし） 

 

三、 紅いちょうちん 五艘の舟が 

千と八百 二十五つけて 

花火合図に 櫓で渡る 

ゆらりゆらりゆらゆら 波の上 

浴衣きるたび おもいだします 川まつり 

※（くりかえし）                                                             

    新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式    【プロフィール】 氏  名：三輪孝秀(みわ たかひで) 事 業 所：三菱東京ＵＦＪ銀行 津島支店 役  職：支店長 生年月日：1964(昭和 39)年     12 月 8 日 住  所：名古屋市昭和区 藤成通 4-3 家族構成：妻・亜裕子、長男・ 趣  味：スポーツ鑑賞 推 薦 者：寺田晏章、八谷潤一          そのそのそのその他他他他                                        “かつて天王川公園で老若男女が一緒に踊った盆踊りをぜひ復活させてください”との思いをこめて、杵屋六輪賀師匠より、伊藤哲朗津島市観光協会会長に、津島音頭のレコードが贈呈されました。 

幅辰雄君から、お母さんの会葬お礼。 

 

 

新しい事業に専念するため、退会させていただきます。ありがとうございました。 

本日の司会は私、服部貴です。 

鈴木吉男副会長 加藤秀人君 

↑ 舞台裏    ↑ 舞台正面 

例会前日に堀田力男会場委員長が、平台 10 本を借りて運び込み、演奏用の舞台作りをしました。 

児玉正江さん  （児玉昭夫人） 

杵屋勘輪沙さん （坂井裕夫人） 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2883 回回回回    ’’’’    12 年年年年 6 月月月月 29 日日日日（（（（金金金金））））    納納納納    会会会会    おおおお知知知知らせらせらせらせ    ■■■■エコキャエコキャエコキャエコキャップップップップ移送移送移送移送（（（（社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会））））    とととと    きききき＝＝＝＝6666 月月月月 25252525 日日日日((((月月月月)11)11)11)11：：：：00000000～～～～    ところところところところ＝＝＝＝彩雲館彩雲館彩雲館彩雲館→→→→稲沢稲沢稲沢稲沢のののの業者業者業者業者    内内内内    容容容容＝＝＝＝集集集集められためられためられためられたペットボトルペットボトルペットボトルペットボトルののののキャップキャップキャップキャップををををリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル業者業者業者業者へへへへ移送移送移送移送しますしますしますします。。。。    そのそのそのその他他他他＝＝＝＝メークアップメークアップメークアップメークアップ対象事業対象事業対象事業対象事業    

   1558 年、信長公が天王橋の上から津島天王祭をご覧になったと津島歴史年表に記されています。信長天王弁当はその史実に基づいて、お皿を水面に見立て、俵おにぎりを舟になぞらえて、信長公が遊覧される風情をイメージしています。（by マエヤマフーズ）             国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー・・・・ニュースニュースニュースニュース（（（（6666 月月月月 13131313 日日日日））））     写真愛好家写真愛好家写真愛好家写真愛好家ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの    親睦活動親睦活動親睦活動親睦活動グループグループグループグループがががが新新新新たにたにたにたに承認承認承認承認         この度、写真愛好家ロータリアン の 親 睦 活 動 グ ル ー プ（International Fellowship of Rotarian Photographers）が、RI理事会によって新たに承認されました。  写真好きのロータリアン、ロータリアンの配偶者、ローターアクターなら、技量を問わずどなたでも入会できます。現在 65 名の会員がおり、同グループ委員長のレイン・マーシャルさん（カナダ、キャンベル・リバー・デイブレーク・ロータリー・クラブ）は、今後も初心者からベテランまで幅広い会員を歓迎したいと話します。 写真愛好家の親睦活動グループがないことを知ったマーシャルさんは、同じ関心を持つロータリアンを調べ、RIに申請しました。生まれたばかりのグループですが、会員同士がアイデアを紹介し、意見を交わすインターネット・フォーラムが既に開かれています。また現在、会員が写真を掲載し、互いの作品を吟味するためのウェブサイトを作成中です。  「会心の一枚を目指して写真を撮るのが好きなんです。私の場合、技術より運に左右されますけどね」とマーシャルさん。「写真に熱意を抱き、互いに腕前を磨き合いたいと感じている人は大勢いるはずです」  

写真家の親睦活動グループに加え、ジャズ愛好家ロータリアンの親睦活動グループ（Rotarian Jazz Fellowship）も承認され、公式の親睦活動グループは 62 となりました。「ロータリー親睦活動月間」の 6 月、自分の趣味や関心に当てはまる親睦活動にぜひご入会ください。  （いくつかのロータリー親睦活動グループの活動予定等はＲＩホームページで検索してください）      「「「「盆栽盆栽盆栽盆栽のののの梅梅梅梅」」」」    梅干作りの季節、珍しく盆栽の梅に実がつきました。小さな樹にしては大きくて立派な実です。味はともあれ、梅干にもできるそうです。 明治時代から大正時代にかけて、尋常小学校の国語教科書に掲載されていた詩「うめぼしのうた」があります。1910(明治 43)年発行の『尋常小学読本巻五』で、作者は芳賀矢一といわれます。2000 年には宮川博之が曲をつけ、鈴木マリ子による振付「元気体操」も制作されました。 
【【【【うめぼしのうたうめぼしのうたうめぼしのうたうめぼしのうた】】】】    

二月三月花ざかり、 

うぐひす鳴いた春の日のたのしい時もゆめのうち。  

五月六月実がなれば、枝からふるひおとされて、き

んじょの町へ持出され、何升何合はかり売。  

もとよりすっぱいこのからだ、しほにつかってからくな

り、しそにそまって赤くなり、  

七月八月あついころ、三日三ばんの土用ぼし、 

思へばつらいことばかり、それもよのため、人のため。  

しわはよってもわかい気で、小さい君らのなかま入、

うんどう会にもついて行く。  

ましていくさのその時は、なくてはならぬこのわたし。    文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三              

本日本日本日本日ののののメニューメニューメニューメニュー「「「「信長信長信長信長めしめしめしめし」」」」 

地産青菜の天ぷら 

朝祭りの舟6艘 
地元野菜を芯に鶏肉で巻いたフライとミンチを詰めたレンコンのはさみ揚げ 

甘酢生姜 

揚げレンコン入りハンバーグ（中の島に見立てています） 

津島生麸風の田楽 

ゆで卵、人参、銀杏（信長公に見立てました） 


