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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「それでこそロータリー」

●ゲストの紹介

　　WHO西太平洋地域事務局

　　　　感染症対策・ワクチン接種部門　

　　　　統括医務官　高島　義裕　医師

　　米山奨学生 ウアール，ミナ ミネア アレクサンドラ 様

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　　話　　

　　　「ポリオ根絶の現状と今後」

　　　　　WHO西太平洋地域事務局

　　　　　　感染症対策・ワクチン接種部門

　　　　　　統括医務官　高島　義裕　医師

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/26　大阪西RC　田 原至 地区常任幹事

　　　　　　「ロータリーのDEIで育てられた今」

11/2　ロータリー財団委員会　平尾貴英委員長

　ビジターとして本日は、越中八尾ＲＣから７名の皆様

が来訪くださいました。遠路はるばる大阪までお越し

いただきまして、誠にありがとうございます。短い時間

ではありますが、私ども八尾ＲＣの例会の雰囲気を味

わっていただければ、幸いです。

　本日ご出席いただいたのは、福島昌之会長、中尾

孝秀直前会長、春田真心友好クラブ委員長、宮田明

裕社会奉仕委員長、竹島博幸会員、滝本満也会員、

そして栃山仁一会員の合計７名の皆様です。

　なお栃山会員にはこの後、卓話をしていただく予定
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です。楽しみにしております。どうぞよろしくお願いい

たします。

　さて、皆様もご承知の通り、我々八尾ＲＣと越中八尾

ＲＣ様とは、長年にわたり交流を続けてまいりました。

　ただここ数年は残念ながら、新型コロナの影響でな

かなか互いに訪問するのが難しい状況が続いており

ました。そして今年度に入り、ようやく全国的に社会や

経済の活動が再開し始める中、本日こうして久しぶり

に越中八尾ＲＣの皆様をお迎えすることができたの

は、大きな喜びです。

　また先ほどは、福島会長からも丁寧なごあいさつを

頂戴しました。本日のこのご来訪の機会に、両クラブ

の間で旧交を温めるとともに、ここ数年で入会した会

員もおりますので、新たな交流も生まれれば、大変う

れしく思います。

　そしてこの後の卓話では、栃山会員に八尾の歴史

や文化をご紹介いただけるということで、とても楽しみ

にしております。我々八尾ＲＣのメンバーも、八尾のこ

とを学ぶことで、越中八尾ＲＣの皆様との親睦をより深

めることができれば、両クラブの将来にとりましても非

常に大きな財産となることでしょう。

▼8日に地区の公共イメージ向上セミナーが開催さ

れ、会長と児林・谷口会員に参加いただきました。

▼先週の理事会の議事録を会報に掲載しておりま

すので、ご確認ください。

▼青芝フック様の色紙オークションの収益金です

が、理事会で検討の結果、輝とこども食堂への支

援に充当させていただきます。

▼新型コロナの大阪モデルが緑信号となりましたの

で、26日の例会からはZoomなしで行います。

▼越中八尾ＲＣ様からお土産をいただき、お配りし

ておりますので、お召し上がりください。

▼越中八尾ＲＣ・福島　昌之　会長

　本日は、おじゃまいたします。当クラブは今年度で、

55周年を迎えます。ただし記念の式典は行わず、記

念植樹を実施する計画にしております。

　また本日は、栃山会員が卓話をさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。

▼クラブ広報委員会・田中　康貴　委員

　RI会長メッセージは、「ポリオに光を当てる」をテーマ

にされています。

　また特集は、米山月間についてです。このほか財団

管理委員長からは「子どもたちへの約束」のメッセージ

が掲載されています。今月24日は、世界ポリオデーで

す。

▼親睦活動委員会・田中　康正　委員長

　11月9日に、秋の日帰り親睦旅行を開催します。10

時に出発し、大和高原で例会を開催し、昼食です。そ

の後、伊勢神宮へ参拝し、松阪で夕食にすき焼きを

お楽しみいただきます。午後9時頃に帰着予定です。

　出欠を回覧します。多数のご参加をお待ちしており

ます。

▼プログラム委員会・相馬　康人　委員長

　次週の卓話は、WHOから高島義裕医師がZoomで

講演くださいます。興味深いお話が聞けると思います

ので、皆様のご出席をお願いいたします。

そ の 他 の 報 告

ロ ー タリ ー の 友 　 紹 介

ビ ジ タ ー ご 挨 拶

幹　事　報　告



「八尾の歴史と曳山」

▼越中八尾ＲＣ・栃山　仁一　会員

　久しぶりに八尾ＲＣ様を訪問させていただきました。

私は八尾ＲＣ様が50周年の時の会長をさせていただ

きました。50周年の式典は残念ながら中止され、そし

て60周年も新型コロナで中止されました。おわら風の

盆も２年連続で中止となり、今年は時間短縮で開催さ

れました。そして曳山も、今年は時間短縮で行われま

した。

　全国的には秋のおわらが有名ですが、春の曳山も

八尾にとってはなくてはならないものです。その様子

を、ビデオでご覧ください。

　曳山は毎年、５月に行われます。全部で６台の曳山

があり、一斉にひき回しを行います。屋根の上には鳳

凰があり、その下に御神体があります。さらにその下に、

囃子方がいます。高さは７m50cm、重さ約５トンありま

す。江戸時代に加賀藩の許可を得て行われるようにな

りました。

　かつて八尾では川が氾濫し、村が大きな被害を受け

ることがたびたびありました。そこで村を合併して町を

つくってはどうか、という意見が出てきました。加賀藩

に何度も申し入れを行いながら、八尾のまちが誕生し

ます。聞名寺（もんみょうじ）というお寺で、学問を教え

るなどしていました。

　1636年に八尾町が成立し、寺の門前町として栄えま

した。3年後には加賀藩から分離し、富山藩が生まれ

ます。前田利次という、前田利家の孫にあたる人が、

初代の藩主です。

　八尾は在原業平にもゆかりがありますが、大阪の八

尾にもこの方は縁が深いようです。十三峠から玉祖神

社へ、よくお参りしていたそうです。実は私も昨日、こ

のあたりを訪問してきました。富山の八尾と大阪の八

尾が、こんなところでもつながっていることを感じました。

　1741年、徳川吉宗の時代に、雛人形を台車に乗せ

て神社へ引っ張っていったそうで、これが曳山のはじ

まりとされています。その後、各まちが競い合って曳山

を作っていきました。

　八尾のまちはまず、和紙で財を得ました。富山の薬

売りの初期のころ、薬をこの和紙で包んだそうです。

やがて八尾は、越中の蚕都としても知られるようになり

ます。これでさらに、財を成したと言われています。

　曳山については全国と同様に、後継者不足が大き

な課題となっています。また修復にも莫大なお金がか

かるため、負担が大きいのも悩みです。曳山は１年は

展示され、次の1年は解体されます。こうした伝統をい

つまで続けられるか。これが課題です。皆様もぜひ一

度、曳山を見にお越しください。

　八尾ＲＣの皆様にも桑茶を送らせていただきました

が、これも養蚕の副産物です。桑が良いと、良い繭が

できます。

　八尾の名の由来については、８つの尾根の中心が

八尾だった、とも言われています。

　曳山を修復するため現在、京都に依頼しているとこ

ろです。実は明日、京都へ経過を見に行く予定にして

おります。

　曳山は長年使っていると、まず彫刻が欠けてきます。

そして修復には漆塗りや金箔、彩色など複雑な工程

が必要です。８枚すべてを修復すると、約1,500万円

かかります。鳳凰の修理にも約1,500万円、車輪も全

部で1,500万円ほど必要です。

　それでも何年かに一回は、どうしても修理しないとい

けないのが実情です。

卓 　 　 話



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 谷口　善紀　　副委員長 ▼ 菅野　茂人
委　  員 ▼ 居相・原田・田中（貴）・児林（健）

▼越中八尾ＲＣ様　本日はよろしくお願いいたします。

▼吉本会長　越中八尾ＲＣの皆様、ようこそお越し下

さいました。栃山会員、卓話よろしくお願いします。

▼長竹副会長　越中八尾の皆様、ようこそお越しくだ

さいました。

▼稲田幹事　越中八尾ＲＣの皆様、ようこそおいで下

さいました。卓話、親睦会よろしくお願い致します。

▼松本会員　越中八尾の皆様、遠いところをようこそ

おいで下さいました。

▼寺坂会員　季節の変わり目です。健康に気を付け

ましょう。例会欠席お詫び。

▼山本（昌）会員　遠方より友きたる！たくさんのお土

産ありがとうございます。

▼山本（勝）会員　越中八尾の皆様、ようこそおいで下

さいました。夜のお付き合いも参加させて頂きます。富

田君、黒豆、栗、おいしかったです。

▼菅野会員　越中八尾の皆様、お疲れ様です。ご

ゆっくりして下さい！

▼田中（正）会員　越中八尾ＲＣ会長　福島昌之様は

じめ、多くの例会出席をありがとうございます。栃山仁

一様、卓話宜しくお願いします。

▼新宮会員　田中さん、先日は御世話になりました。

▼澁谷会員　越中八尾RC福島会長、メンバーの皆様、

ようこそ。栃山さん、卓話宜しく。

▼野村会員　越中八尾の皆さん、ようこそいらっしゃい

ました。先週は職業奉仕委員会の皆さん、ありがとうご

ざいました。

▼児林（秀）会員　越中八尾ロータリークラブ様、ようこ

そおいで下さいました。栃山様、卓話楽しみにしてい

ます。皆様ごゆっくりして下さい。本日懇親会、楽しみ

です。

▼西村会員　来年は優勝しますよ！きっと！Zoom出

席。

▼小谷会員　お世話になりました。越中八尾の皆様、

ようこそおいで下さいました。

▼相馬会員　越中八尾ロータリークラブのみなさま、よ

うこそお越しくださいました。

▼平尾会員　越中八尾の皆様、ようこそおいでいただ

きました。栃山様、卓話よろしくお願いします。

▼福村会員　越中八尾ロータリークラブ様、本日は宜

しくお願い致します。

▼原田会員　みな様に良い事がありますように！

▼浦上会員　例会欠席お詫び。

▼出口会員　10/8地元の祭りが3年振りに開催されま

した。その時に竹中さんに宴席でのオードブルを用意

していただき、大好評、大絶賛でした。来年もよろしく

お願いします。
■ 出席報告

月日

9/28

10/5

10/12

会員数

62

62

62

出席

46

49

35

うち出席規定
適用免除者

12

9

7

メーク
アップ

2

出席率

80.70％

90.74％

69.23％

確定
出席率

84.21％
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