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本日の例会

本日の卓話

「子ども食堂について」

５月１６日(月)

子ども家庭局 子育て支援課
子ども食堂担当係長
会長の時間（５月 ９日

上島 未知人氏

１２５７回 例会記録）

先週、城下かれいが美味しいという話で実業家の成清氏が馬上金山で財を成して的山荘を
作った話をしました（金山を掘り当てたのでその意味）。また豊臣ゆかりの木下氏の暘谷城（今
は日出小中学が建つ）の話もしました。
その際、日田ひな祭りや祇園祭に触れたので、今回は日田の話をしたいと思います。日田はご
存じのように天領でした。天領の中でも代官が常駐したのは日田と長崎のみ。（天領４００石・
大名領計２２５０石）松本清張の小説「西海道談奇」にも出てくる代官御用達の金融業者

例会日
例会場
事務所
ＴＥＬ
ＦＡＸ

出席報告

月曜日 12:30～１３：３０
リーガロイヤルホテル小倉
小倉北区堺町1-2-16-3F
０９３－５３１－４０１５
０９３－５３１－１０２２

５月 ９日

在籍会員数

４０名

義務出席者

３８名

ゲスト

１名

ビジター

０名

でいわゆる高利貸し、日田金と呼ばれた大名相手の高利貸しはとてつもない財力と権力をもって
いたようです。返済が滞れば代官へそして幕府へと知らされるため、回収率はとても高かったので
す。日田の八軒ある大金持ち掛屋の「草野本家」の始めたひな祭りは有名です。あのように個人
の所有のひな人形を一般公開したのは「草野本家」が日本で初とのこと。あれから日本各地で同
様のひな祭りが開催され始めたようです。日田のひな祭りの特徴の一つに「おき上げ雛」がありま
す。高価な段飾りや御殿雛は用意できない庶民から武家まで、子供のために精いっぱいしてやり

本日出席数

３２名

本日出席率

84.21%

前々回修正出席率

92.50％

たい親心が感じられる素朴な雛です。お正月の羽子板の人形のような厚みのない布人形で、筑
後川一帯で見られます。3 月のひな祭りも良いですが、7 月のユネスコの無形文化遺産になった

次回５月２３日(月)の卓話は、

日田祇園も素晴らしいです。９基のとても豪華な山鉾が市内各地を練り歩きます。博多の山笠
のように人形や飾りは毎年作り変えられます。一番大きなものは高さ 11 メートル、山車の重さは
3 トンから 5 トンです。「日田祇園山鉾会館」には年中展示してあります。祇園祭の 2 日前に９
基が一同に会し、ずらりと並んで、賑やかなおはやしの中一斉に明かりをつける「集団顔見世」は

クラブ協議会
「地区研修・協議会 報告」

見応えがあります。
またこの時期は三隈川では鵜飼を見物できます。鵜飼は 5 月中旬から５か月ほどですから、
祇園祭の 7 月には鵜飼と同時に楽しめます。何十艘も繰り出した屋形船にのり、料理を食べお
酒も飲みながら見物できます。かがり火を舳先におき、鵜匠が６～８羽の鵜を操りながら屋形船
の周りで鵜飼を見せてくれます。ずっと昔、岐阜から鵜匠を招き技が伝わっていったようです。

５月のお誕生日
２９日

巫部 祐彦会員

その岐阜の鵜匠は全国 11 か所の鵜飼の鵜匠の中で、「宮内庁式部職鵜匠」と呼ばれる国
家公務員です。6 人います。その技術は国の重要無形文化財であり、その船や衣装・道具一式
も国の重要有形文化財です。この「宮内庁式部鵜匠」は、あと尾瀬の 3 人だけです。この計 9 家
は代々世襲で親からその家の男子に引き継がれるそうです。岐阜の鵜飼は、鵜舟には船頭と鵜
匠が乗り込み、鵜匠は 10～12 羽の鵜を操ります。遊覧船の集団と 6 艘の鵜舟が並走しながら

7 日(土) 土四曜会
９日(月) 定例理事会

川を上下して鵜飼を見せます。どの遊覧船からも間近で見えるような形で並走してくれます。最後

11 日(水) 二水会

の鵜舟が斜め一列に並んでアユを追い込む「総がらみ」は遊覧船の提灯の明かりと鵜舟のかがり

1３日(金) 次年度理事・委員長会議

火と鵜匠がアユを追い込む声と、それはそれは情緒があります。そこでいただいたほろ苦いアユの天

30 日(月) 新会員 歓迎会

ぷらの味が忘れられません。余談ですが、4 月の 14 日に高山に祇園祭見物に出かけた際、岐阜
のテレビで、鵜飼の鵜舟は 10 数年で作り変えるのですが、2 人しか船大工がいない（ただし 1
人は 90 歳超え）技術が絶えると、鵜飼の継承が危ない、現在６艘とも数年で作り変え時期が
順々に来るが、この鵜飼舟の船大工の養成が急がれるとか。

※新会員オリエンテーション
5 月・・・ 9 日・16 日・23 日
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幹事報告

芳賀幹事

保険会社で 8 年ほど働き、その後は家業を継ぐべく神奈川

・定例理事会報告

県で同じナブコ自動ドアを取り扱う(株)神奈川ナブコで 3 年

１．創立 30 周年会計報告

間、自動ドアや建設業界について勉強をさせて頂き 2010 年

30 周年積立金のうち 100 万円を長期計画委員会
へ児童養護施設への支援金としてプール。

社長に就任し今に至ります。
当社のメインの仕事は、ナブコ自動ドアの販売・施工・修理

２．家庭集会に関する件
下期予定の家庭集会は、中止。
３．新会員 歓迎会を開催します。
5 月 30 日(月)の例会を夜間例会に変更します。
３．下半期活動報告に関する件
クラブ協議会開催

に田村産業に入社しました。そして 8 年経過した 2018 年、

6 月 20 日(月)

及びメンテナンスです。ナブコというメーカーは自動ドアではシェア
が一番高いメーカーで、ナブコのステッカーが自動ドアのマークだ
と勘違いされる方が居るほどです。当社の営業エリアは北九州
を中心に西は遠賀川まで、南は大分との県境までとなってお
り、当エリアに設置しているナブコ自動ドアは 100％田村産業

各委員会さんは、活動報告書の提出をお願いします。

で施工をしています。自動ドアは故障やメンテナンスが発生する

提出期限は、5 月 31 日(火) 厳守でお願いします。

ため施工責任の関係もあり、ナブコはエリアの取り決めが厳格で

４．年度末夜間例会に関する件

す。仮に私が福岡市で家を建てて自動ドアを設置することにな

トラットリア＆カフェ パッソにて開催。

ったとしても、自社での施工はできず福岡市エリア担当の代理

廣石会員のお店です。会費は、クラブ負担

店が施工をする、という具合です。
その他にも火災時の排煙や換気で使用する排煙オペレータ
ー、ステンレスサッシ、機械式立体駐車場も取り扱っておりま
す。また、ガラス工事も請け負うことがあるのですが、吉田会員

卓話の時間

の山十さんに依頼することも多く、大変お世話になっておりま
「 自己紹介 」

す。
田村 雅史 会員

コロナ禍で増えた手動ドアから自動ドアへ改修や、門扉を遠
隔で解錠できるようにしたりなど、便利にするお手伝いも多く手

はじめまして。3 月に入会致しました田村産業の田村と申しま
す。今日は私自身についてと代表を務めております田村産業
(株)について、紹介をさせていただきたいと思います。
私は 1975 年 9 月 2 日生まれのうさぎ年乙女座です。幼稚
園年長まで白石会長のご自宅の上の部屋、白石ハイツ 401 号
に住んでおりました。駐車場に積まれた中古の厨房機器で遊ん
でいたことと、軽トラから飛び降りて着地に失敗し額を 5 針縫った
ことをよく覚えています。
趣味は国内旅行で、この GW は長崎の波佐見陶器市、岡
山県倉敷の動物園や児島ジーンズストリート、美観地区へ行き
ました。
田村産業に入社するまでの仕事歴ですが、大卒後は国内生
保のシステム部門で働いておりました。破綻により外資生保へ合
併され、ホストコンピューターの統合作業でニュージャージー州へ
出張へ行き、9.11 のグラウンドゼロを見たことが思い出です。

掛けております。
以上、私自身と会社の自己紹介でした。
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■■■■ 米山奨学生

ニコニコ献金報告
累計

アスマアさん ■■■■

４１９，５００円

熊野会員―大西さん、お世話になりました。
大西会員―コロナ禍の中、少しずつ人も戻ってきて嬉しいです。
熊野会員、ありがとうございました。お世話になりました
原田会員―長戸さん、大西さん、お疲れ様でした。
羽地会員―昨日 8 日(日)採銅所から牛桐山→福知山→尺岳
→皿倉山まで 9 時間、25K を山歩きしてきました。
さすがにきつかったです。
森本会員―5/7(土)土四曜会、快晴の中、開催しました。
大金をゲットしましたのでニコニコ致します。
大久保会員―夏まで早退が続きます、ニコニコします。
巫部会員―アスマアさん、今日はお昼ごはん、楽しんでください。
合計

土四曜会（どうしようかい）

１５，０００円
日時： ５月 ７日(土)
場所：セントラルパークゴルフ倶楽部
久しぶりにどうしよう会が開催されました。お天気は最高！
ゴルフ日和でした(^^)v
次回は、6 月 11 日(土)です。

祝お誕生日祝いー巫部祐彦会員 河野一郎会員

第３回 新会員オリエンテーション

講 師：安木会員
参加者：白石会長 芳賀幹事 大西 森本 長戸
冨士本 狩野 巫部 北垣 鑓水 長山
田村 江口 各会員
計 1４名

