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～ 第８７３回 例会風景 ～     

～東クラブ石井会長～     

～西クラブ 田代様～      ～棚澤会員の卓話～ 
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     会長 渡邊 藤男 

 
皆さん、こんばんは 

 

本日例会に先駆けまして第二回理事会が開催されて

おります。 

この後各委員会の委員長より報告をお願いいたしま

す。 

 

総括的事項の中より、一つご案内申し上げます。 

理事会におきまして、当南ロータリークラブのホー

ムページがIDとP/Wなして誰でも見られるように理

事会で承認されました。 

 

ホームページを多くの方に見ていただきロータリー

の公共性とイメージアップに繋げたいと考えており

ます。 

 

ロータリーの強化月間8月は会員増加・新クラブ結

成推進月間です。 

会員増強には、内部拡大、外部拡大の2つがあります。

内部拡大はクラブの区域内で得られている適格な職業

分類の代表者に入会してもらい、クラブの会員数を増

やすことです。 

外部拡大とは、ロータリー･クラブがまだ存在していな

いところに、新しくクラブを設立してロータリーを拡

大し、会員数を増やす活動です。この活動は、地区に

おいてはガバナーと、スポンサークラブの協力で行わ

れ、無地区地域では、国際ロータリー理事会のもとで

遂行されます。クラブの拡大は、会員数増加の牽引車

的割合を担っています。 

 

当クラブも熊谷東クラブの外部拡大のいう趣旨の元

に子クラブとして誕生したと考えられます。私たち

の今年度の目標の一つには会員増強が挙げられます。

会員純増1名を目標に頑張りたいと考えております

ので、皆さんのご協力をよろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

                                                                                                                  

 

 

   幹事 岡本庄一郎 

 

１． 地区より 

＊ＲＬＩセミナ－ パ－ト1.2.3・ＤＬ養成コ－

ス開催のご案内 

２．吹上・熊谷東ＲＣより 

  ＊年度計画書 

３．熊谷南ＲＣ 872回会報 

以上が届いております。 

 

 

 

 

 

基本方針：魅せる山車祭 

平成二十八年八坂神社大祭熊谷うちわ祭 

年番町第弐本町区大総代棚澤正行 

  

「関東一の祇園」と謳われる八坂神社大祭「熊谷う

ちわ祭」は、八坂神社の祭礼であり、京都八坂神社

「祇園まつり」の流れを受け、江戸時代中期より全

町合同で行う現在の形態になったと伝えられており

ます。うちわ祭は、十二ヶ町中八ヶ町の持ち回りに

より年番区を決め、その町内より大総代が選ばれ、

祭りの全てを取り仕切ることになります。 

祭りの趣旨は、疫病退散、五穀豊穣、商売繁盛の祈

願神事であり、｢うちわ祭」の名称の由来は、明治三

十五年より、料亭「泉州楼」の主人が、東京での修

行時代に、神田明神の「天王祭」でうちわが飛び交

う祭を見て感動し、東京の老舗伊場仙から渋うちわ

を買い入れ､赤飯のかわりに客にふるまったところ

大評判となった事に始まります。その後各商店でも

うちわを配ったため、買い物は「熊谷うちわ祭」の

日といわれるようになり、現在は各町十二台の山

車・屋台が三日間に亘り勇壮な「叩き合い」を繰り

広げ、あつい熊谷の夏を彩っております。 

そして熊谷うちわ祭は、祇園柱を建て、渡御祭、行

宮祭、還御祭などの伝統的な神事を粛々と継承して

おります。そして、賑せ祭としての三太鼓囃子によ

る山車・屋台による巡行、曳っ合せ叩き合いが素晴

らしく、神事と付け祭が見事に融合している祭であ

るということで特徴づけられます。 

熊谷うちわ祭の「山車祭」は明治二十四年に江戸神

田の紺屋が個人所有する通称「戸隠山車」を、本年

年番町第弐本町区の有志が、寄付を募って熊谷初の
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山車として譲り受けたのがきっかけとなり、その後

各町区が競って山車・屋台を製作した事で始まりま

した。そしてこの第弐本町区「本三四」の山車には

天の岩戸を開いたという手力男之命の人形を戴いて

おります。「戸隠山車」の戸隠とは手力男之命の別名

であり、この人形は、江戸・深川の名工の誉れ高い

人形師・二代目仲秀英の作と伝えられております。 

近年「熊谷うちわ祭」の更なる発展を期して年々色々

な試みが行われる中で、第弐本町区は「不易流行」

を基本理念として祭に取り組んできました。「不易」

はいつまでも変わらない、「流行」は時代に応じて変

化するの意であり、変えてはいけない伝統を継承し

ながらも時代に合わせて工夫していくという事です。 

山車祭一番手の第弐本町区として今年は更にこれを

発展させたいと考えております。そこで、本年は「魅

せる山車祭」を基本方針とさせて頂きました。二日

目のコミュニティー広場におけるお囃子体験、神輿

体験等を小学生以上のお客様に参加して頂く事や山

車綱を持って山車、屋台を引く機会を作り、祭に参

加する楽しさを知っていただきたく考えております。 

また、初の試みのうちわ祭展示館もご期待ください。 

本年年番町第弐本町区「本三四」らしい「熊谷うち

わ祭」を、伝統を継承しながら熊谷市指定無形民俗

文化財の名に恥じることなく、厳粛な神事・祭礼、

そして華美雄壮な神輿・山車祭を行い、万全の準備、

安全対策をもって、無事故で盛大に熊谷うちわ祭を

催行し、精一杯お客様をお迎えし「魅せる山車祭」

を演出して見たいと考えております。 

どうか、皆様のご協力とお力添えを心よりお願い申

し上げます。 

 

以上の様に私の初心をコピペしましたが、75万人の

お客様を動員できたので、うまく行ったのではと考

えております。皆様のご協力ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

� 出 席 報 告 

 
例会日 ８月３日 

 

会員数 出席 欠席 MU 出席率 

１９   ９  １０ ０ ４７％ 

お客様： 

熊谷東ＲＣ 会長 石井典男様 

      幹事 市川富夫様 

      直前会長 吉田繁様 

      会長エレクト 小川智様 

熊谷西ＲＣ 田代充雄様 

ビジター1名 

 

 

� ニコニコ BOX・異業種交流BOX 

 

熊谷東RC・会長 石井典男様 

 本日は、お世話になります。棚澤大総代の卓話、

楽しみにしています。 

渡邊藤男会長・岡本庄一郎幹事 

 皆さん、こんばんは！東クラブから石井会長他の

皆さん、又西クラブから田代様、銀座地区から新

島さん、本日は多勢の方々、御来訪誠に有難うご

ざいます。今日は棚澤会員の卓話があります。う

ちわ祭りでは、大変御苦労様でした。卓話楽しみ

にしています。 

岡部俊之会員 

 銀座区の新島様、西ロータリーの皆様、東ロータ

リークラブの皆様、ようこそ南ロータリークラブ

へ、歓迎致します。又熊谷うちわ祭大総代棚澤様

涼しさに恵まれ大盛況、安全に終了致しました。

おめでとう御座います。又お疲れ様でした。私も

楽しませてもらいました。 

棚澤正行会員 

 本日は東RCの皆様、西RC田代様、銀座区より

新島様、お忙しい中、ようこそ南クラブへお越し

下さいました。お祭り関係者の皆様、御参加の皆

様、今年は大変お世話になりました。本日は私の

つたない話をお楽しみ下さいませ！ 

植竹知子会員 

 本日は東・西クラブの皆様、新島様ようこそ！ 蒸

し暑い8月スタートです。皆様ご自愛の上乗り切

りましょう！ 棚澤大総代お疲れ様でした。7 月

23 日の還御着輿祭終了後のちょっとうるっとし

た顔が心に残りました。拍手です！ 

井上哲孝会員 

 みなさまこんばんは。熊谷うちわ祭銀座区・新島

様、ようこそ熊谷南RCへお越し下さいました。

本日は楽しんで行って下さい。又、石井会長を始

め東RCの皆様、熊谷西RC田代様、ようこそ南

RC へお越し下さいました。本日は宜しくお願い

致します。井上でした。 

石井一則会員 

 新島様、東 RC・西 RC の皆さん大勢のご来訪あ

りがとうございます。棚澤さんロータリー例会久

し振りですね。卓話楽しみにしてます。 

清水保人会員 

 熊谷うちわ祭り、無事故で終了ですね。大変にお

疲れ様でした。熊谷東 RC、熊谷西 RC の皆様、
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ようこそいらっしゃいました。ビジター新島様歓

迎致します。棚澤さん大総代の大役お見事でした。

卓話を楽しみにしていました。 
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