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さあ行こう 次のステップへ

「あゆみ」交通安全教室

中ＬＣを代表してＬ村松あいさつ

卒団式の会場風景

中区交通少年団連合「卒団式」
2016年2月27日（土）10：00～11：30　中区役所ホール

　中ＬＣがアクティビティとして継続的な支援を行っ
ている中区交通少年団連合「卒団式」が開催されまし
た。当日は各少年団が参加し、日頃の活動内容のスラ
イドによる報告や団旗の返還、記念品の贈呈等が行わ
れました。

卒団式に続いて、愛知県警察の女性警察官で構成され
た交通安全教育を行う専門チーム「あゆみ」による交
通安全教室が開催されました。当日は自転車運転の危
険について、「サイクリング」の各文字を使って、わ
かりやすくて印象に残る話がなされました。

　　サ　 → 左側帯を通行
　　イ　 → 一時停止を守る
　　ク　 → （自転車は）車の仲間（軽車両）
　　リン → リンリンベルを鳴らして歩道を通行
　　　　　  してはダメ（歩道は歩行者優先）
　　グ　 → 暗くなったら早めのライト点灯

「あゆみ」による交通安全教室に続いて、中ＬＣより
薬物乱用防止ＤＶＤ「ダメ。ゼッタイ。」の上映を行
いました。
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尾崎会長あいさつ
　ライオンズクラブといえば歴史も古く、その間色々
な先輩方にご指導いただき、私自身も色々勉強させて
いただきました。会も色々な形で経験を積んだことと
思います。
　私は過去にあったことを土台にして次に進むという
考え方を前から持っており、それに基づいて色々企画
するのですが、中々思うように事が運ばず皆様にご迷
惑をお掛けしております。
　今年は前半が私の責任ある期間ということになりま
すので、その期間を精一杯頑張りたいと思う次第であ
ります。簡単ではございますがご挨拶とさせて戴きた
いと思います。

　今日は、にっぽんど真ん中祭りに理解を深めて戴け
たらと思っております。
　まずは、にっぽんど真ん中祭りがどんなお祭りかを
紹介したいと思います。
　1999年から毎年８月末日に名古屋で開催しており
ます。約200万人の来場者、約２万人が踊る、日本最
大級のお祭りです。「観客動員ゼロ」というコンセプ
トを持っており、全員参加型のお祭りを目指しており
ます。このお祭りの象徴である総踊りはギネス世界記
録に認定されております。お祭りだけではなく、マネ
ージメントも注目をいただいております。
　老若男女、世代、性別に関わらず誰でも参加できる
踊りの祭典で、18年前に地元大学生の発想と行動に
より生まれました。
　一つのグループ40～150人ほどで、５分程度の踊り
を創作して競い合います。一つルールがあり、それは
踊る曲の中にそれぞれの地元民謡の節を入れることが
ルールとなっております。名古屋で開催されるのです
が、それぞれの世界中のご当地が感じられるお祭りで
す。県内約20カ所で同時に開催されております。
　今回は３つの時期に分けて話したいと思います。
　若年層が参加するお祭りというイメージですが、６
割が女性、そしてファミリーチームが38％、学生が
21％です。そして昨年は０歳から94歳まで参加して
いただいております。４人に一人はスタッフで、吸
水・救護などの裏方をしております。

Ｌ尾崎会長あいさつ

愛知県中警察署からの中ＬＣへの感謝状
【担当の青少年指導委員長Ｌ森（憲）】

第1248回例会　合同例会（名古屋北LC）
平成28年１月22日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

Speech
ゲストスピーチ

ど真ん中祭りあれこれ
公益財団法人にっぽんど真ん中祭文化財団専務理事

水野　孝一 様
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　観客動員数はだいたい200万人です。全国のお祭り
の中でだいたい第４位から第７位の規模です。
　会場数も17～20を行ったり来たりしております。
20会場の裏方、ボランティアの数は約7,000人です。
　これは学生ではありません。それぞれ地元の町内
会、商店街、ＰＴＡといった各会場の地元の方々に実
行委員会を作っていただき運営されています。
　財源についてもお話しさせていただきます。予算は
だいたい１億5,000万から２億円で開催されておりま
す。全国の主なお祭りは予算１億円以上で、行政が主
催しているというのが一般的です。35％～45％は各
行政が負担しているのが一般的です。にっぽんど真ん
中祭りは、行政からの補助金はゼロです。
　踊り手、またはボランティアさんからの参加費で運
営されております。そこが全国のお祭りの中でも例の
ないところです。そして主催に行政が入っておりませ
ん。これもにっぽんど真ん中祭りだけです。財政も組
織も自立しているお祭りなのです。これは成熟期のお
話です。
　次に創生期の話をしたいと思います。実は、取り組
み自体は1995年、96年頃から始まっております。
　大学１年の頃に北海道のよさこいソーラン祭りと出
会いました。名古屋からグループを作ってお祭りに参
加して下さいと誘われたことがきっかけです。学生が
踊っている、そしてお祭りを作っているのが学生だと
いうことに感銘を受けました。
　そして、５人の学生仲間で実行委員を作ったのが始
まりです。道路封鎖、資金集め、踊り手を集める、運
営仲間を集める、マスコミ対策などは若者の発想、行
動力だけでなく、それを具現化するのは大人たちで
す。その大人たちと当時の若者たちの連携によって種
が生まれ、芽が出てきた。それによって奇跡的ににっ
ぽんど真ん中祭りが生まれたのです。
　そして、拡大期についてお話したいと思います。
　グラフを見ると、参加人数が急激に増えているのが
わかります。第３回から第５、６回あたりにかけてで
す。この期間に何があったのか。この時期、キャラバ
ン隊をつくり、東海三県の市町村に出向き、踊りをデ
モンストレーションしました。
　過疎地の出会いの場となったり、少年の居場所づく
りとなったり、農産物の販売促進といった地域活性化
のツールとして期待していただけるような存在となっ
ていったのです。
　会場数も大きくなっていったのですが、あるとき警
察から会場数拡大を止められることもありました。そ

れで地元と連携をし、主催も地元になっていきまし
た。
　この踊りのコミュニティを私たちは「感動体験型コ
ミュニティ」と呼んでいます。防犯、減災、人的交
流、地産地消、観光振興、環境保全、健康長寿、青少
年健全育成などの役割も持っております。
　そして海外チームも来るようになりました。最初は
韓国チームでした。私たち当時の学生たちが韓国に出
向いて説明会を行いました。
　創生期、拡大期、成熟期と来ると、次は減退期と言
われるのですが、私たちはもう一盛り上がり、革新期
を迎えたいと思っております。これから私たちは町を
挙げてのお祭りにしていきたいと願っております。行
政、企業、メディア、地域社会と思いを共有したいと
思っております。そうすることで大きな第一歩を踏み
出せるのではないかと思っております。
　「総踊り」というものを引っ提げて、地元を誇る公
共財になっていきたいと思っております。
　皆様、ご参加の機会がもしあれば、ご賛同戴き参加
頂ければと思います。ありがとうございました。

尾崎会長と名古屋北LC会長 L高田正年によるローア

本日のローア

第1249回例会　　通常例会
平成28年２月５日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

LCIF プログレス MJF ピン贈呈

Ｌ竹川20　Ｌ尾崎７,８　Ｌ杉本６　Ｌ貝出２
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本日のローア

Ｌ丹羽 孝爾

スピーチの
Ｌ尾崎 博明

スピーチのＬ竹川 享志

第1250回例会　　通常例会
平成28年２月19日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

　子供のころより、親や兄と仏壇に手をあわせて拝ん
でいた記憶があります。特に一番古い記憶は千手観音
の仏像を見て非常に怖いと思った記憶があります。
　うちのお寺は浄土真宗の蓮如上人の創建のお寺で、
非常に信仰心の厚いところでした。浄土真宗は親鸞が
開かれた宗派で、お釈迦様の教えを素直にそのまま伝
えていきたいという考え方を持っている事が特長で、
その教えを広く民衆に伝えていきたいというと思いが
ありました。それまでの仏教はどちらかというと上流
階級に信仰される仏教であり、政治的に時の為政者と
結びついていました。
　親鸞はその意味で異端者であり、流罪にされ地方へ
流される事となりました。その結果地方に浄土真宗は
広がって行きました。　　　　　（第２回目に続く）

『 親鸞聖人のこと （第１回） 』

Speech Ｌ 尾 崎　博 明

　私たちの所属する１Ｒは今、２つのゾーンで構成さ
れていますが、２Ｚに新しいクラブが発足することが
固まり、２Ｚは８つのクラブで構成されることになり
ました。
　これに伴い、ゾーン分割が行われることになります。
ゾーンの構成には少なくとも４つのクラブが必要にな
りますが、今回の新クラブ発足によってこの条件を満
たすことになったからです。
　従って１Ｒは３つのゾーンから成り立つリジョンへ
と変わっていきます。
　当クラブは、松山中央ライオンズクラブと姉妹提携
をしていますが、聞くところによると入会待ちが出る
ということで有名なクラブのようです。
　周年毎の行き来を継続していくことも大切なことだ
とは思いますが、会員増強が叫ばれる中、せっかく姉
妹提携をしているのですから、松山中央ライオンズク
ラブから学ぶことがあってもいいのではないでしょう
か。

『 最新ライオンズ情報 』

Speech Ｌ 竹 川　享 志

LCIFプログレスMJFピン贈呈のＬ竹川、Ｌ貝出

本日のローア

Ｌ兼松 俊雄



5

　年をとれば肉体が衰えることは当然である。老いは肉体ばか
りでなく心も老化していく。定年になり仕事や趣味などを生か
すことのできない生活が続けば、心の老いは急速に進行するで
あろう。
　江戸後期に活躍した仙厓（せんがい）和尚に老人の歌を記した
「老人六歌仙」がある。

　　１．しわがよる、ほくろができる、腰がまがる、頭ははげ
る、髪は白くなる。

　　２．手はふるう、足はよろめく、歯はぬける、耳は聞こえ
ず、目はうとくなる。

　　３．身に添うは頭巾（ずきん）、襟巻（えりまき）、杖（つえ）、
眼鏡（めがね）、たんぽ温石（おんじゃく）、しびん、孫の
手。

　　４．くどくなる、気短かになる、愚痴になる、出しやばり
たがる、世話やきたがる。

　　５．聞きたがる、死にともながる、淋しがる、心がひがむ、
欲深くなる。

　　６．同じ話のくりかえし、孫の自慢、達者自慢。

　この「老人六歌仙」を読むと、誰でも身に覚えのあることば
かりであろう。体だけでなく心が老化していくありさまをよく
示している。江戸時代も今も人間が老いることに変わりはなく、
現代にも通用することである。
　老人になれば、いやでも死や病を考えるようになる。しかし、
大切なのは心の老いを防ぐことであろう。それについて、能の
大成者世阿弥（ぜあみ）は『花鏡』で、
　　　老後の初心を忘るべからずとは、命には終りあり、能に
は果（は）てあるべからず。

と説いた。人間の命には必ず終わりがあるが、能には終わりが
なく果てがない。無限に追求しなければならない奥があるとい
うのである。だから、老人になっても初心を忘れず、能の稽古
に打ちこまなければならない。60歳になっても70歳になって
も80歳になっても、その年代にふさわしい花を咲かすことを
教えたのである。
　老年になって一番大切なのは、志といったのは江戸期の儒学
者佐藤一斎（さとういっさい）である。その著『言志後録』に、
　血気には老少有りて志気には老少無し。老人の学を講ずるに
は当に益志気を励して、少荘の人に譲る可からざるべし。
といっており、人間の体力から発する血気には青年と老人とで
大きな違いがあるが、精神よりほとばしり出る志気には老人と
青年の間に違いがない。だから、老人が勉学をするにはますま
す志気を励まして青少年や壮年の人たちに負けてはならないと
いう。
　また、『言志耋録』には、
　　　人は百歳なる能わず。只だ当に志、不朽に在るべし。
　　　志、不朽に在れば、即ち業も不朽なり。
といい、人間は百歳まで寿命を保つことは困難である。ただ、
志だけは永遠に朽ちないものでありたい。志が永遠に朽ちない
ものであれば、行いも永遠に朽ちないものであるという。
　このように世阿弥も佐藤一斎も老人はいくつになっても志を
持って生きていくようにと諭している。いいかえれば、毎日毎
日を一生懸命に生きることで、今日も明日も明後日も病に倒れ
ても死ぬまで、生きている今を大切に今すべきことをやってい
けばよいというのである。それは、今日が残りの人生で一番若
い日であるため、何でもできるからである。

２月
　Ｌ三浦　邦夫（20日）、　Ｌ丹羽　正夫（24日）
３月
　Ｌ丹羽　孝爾（８日）

お誕生日おめでとうございます。

おめでとう誕生日 ２月・３月

志気に老少なし
白鳥山法持寺住職
愛知学院大学教授 川 口  高 風

◎定例理事会（１月22日 観光ホテル）
〈出席〉Ｌ尾崎・Ｌ田中・Ｌ丹羽・Ｌ兼松・Ｌ三國・
　　Ｌ林・Ｌ家田・Ｌ一柳・Ｌ竹川・Ｌ村松・Ｌ赤堀
１．会計報告
　12月末試算表　承認
２．次期役員指名委員の選出について
　会長一任とする。承認

◎定例理事会（２月19日 観光ホテル）
〈出席〉Ｌ尾崎・Ｌ田中・Ｌ丹羽・Ｌ一柳・Ｌ三國・
　　Ｌ家田・Ｌ竹川・Ｌ高田・Ｌ松浦・Ｌ森・Ｌ貝出
　　Ｌ村松
１．会計報告
　１月末試算表・クリスマス家族会収支報告
　　承認

理事会議事録

平成26年８月22日（金）・ 第1214回法要例会より
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会　　　長

幹　　　事

PR 委員長

会報編集者

発　行　所

印　刷　所

名古屋市中区錦三丁目8-14 名電ビル4階名古屋中ライオンズクラブ

尾崎　博明 東区葵1-6-3 ㈱ ジ ョ イ ン 明 和  TEL.772-6513

村松　健次 東区矢田1-16-10 五　松　商　事　㈱ TEL.721-3222

赤堀　　耕 中区丸の内2-17-12-402 赤 堀 法 律 事 務 所 TEL.222-1168

森　　千夏 中区栄5-1-33 Ｍ Ｏ Ｒ Ｒ Ｉ Ｓ TEL.261-3300

株式会社 地上社 名古屋市中区栄5-26-40

TEL.962-3782

TEL.241-1196

第1253回　４月１日（金）
通常例会　若宮の杜 迎賓館
第1254回　４月15日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル　　
第1255回　５月14日（土）
地区年次大会 ウェスティンナゴヤキャッスル　　　　
第1256回　５月20日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル
定例理事会 毎月第２例会日

例会予告

ドネーション・ファイン

丹羽　孝爾　……
伊藤　天来　2016年“さる年”が皆さんにとって健

康で幸せであるよう祈念します。
田中　博晶　両クラブの活性化を願って。
野村　俊介　メンバーに入れていただき、ようやく１

年がたちました。これからもご指導くだ
さいますようお願いいたします。

村松　健次　ライオンズバッジを失念しました。
赤堀　　耕　名古屋北ＬＣと合同例会を開催できたこ

との喜び。
合計　80,000円

◎第1249回例会（２月５日）
丹羽　孝爾　肋骨損傷のためゴルフ禁止となっていま

したがお医者さまからやっとお許しが出
ました。ありがとうございました。

松浦喜多男　またゴルフで優勝!! ちなみに参加者４名。
森　　憲善　成田山萬福院の豆まきのくじで食事券が

当たりました。宝くじも当たります様に。
一柳　　績　奉仕活動費はドネーションで賄われてお

ります。皆様にご協力お願いいたします。
副テールツイスターより。

合計　48,000円
◎第1250回例会（２月19日）
一柳　　績　Ｌ尾崎博明内閣の皆様、任期終わるまで

後４ヵ月、例会は８回です。ここまで来
られました。もう一息頑張ってください。

合計　5,000円
◎第1251回例会（３月４日）
丹羽　孝爾　誕生祝いありがとうございます。

合計　5,000円

◎第1248回例会（１月22日）
兼松　俊雄　ご無沙汰しております。
一柳　　績　本日は創立記念例会です。会員皆様の健

康と両クラブの100年に向かっての継続
と発展の弥栄を祈念して。

日本画材料販売

㈱　森　荘
代表取締役

森　　　憲　善

東区東桜二丁目13-35
TEL.052-931-1401

建築物リフォーム・建材販売

五松商事㈱
代表取締役

村　松　健　次

東区矢田一丁目16-10
TEL.052-721-3221

徽章販売

㈱ 金 工 堂
社長

丹　羽　孝　爾

中区錦三丁目16-22
TEL.052-961-0151

司法書士

丹羽正夫事務所
所長

丹　羽　正　夫

東区東外堀町32番地
TEL.052-962-9693

２．次期役員指名の件
　第二副会長が現時点ではまだ決定していませんが、
以外の役員につきましては決定しましたので発表し
ます。　承認
３．会員候補の件
　松坂屋店長の異動による交代会員　近藤保彦氏
　　承認
４．例会変更の件
　４月１日（第一例会）は若宮神社にて例会を行います。
　５月　年次地区大会を例会振替とする。承認
５．第62回地区年次大会の記念事業として
　防犯カメラ設置の件
　一人3,000円をクラブの事業費から拠出する。
　　承認
６．年次大会代議員選出の件
　国際大会………Ｌ尾崎・Ｌ竹川
　地区大会………Ｌ尾崎・Ｌ竹川・Ｌ村松
　複合地区大会…Ｌ尾崎・Ｌ竹川・Ｌ村松
　　承認
７．その他
　　クラブでプロジェクターを購入する件。承認


