
令和３年度 （一社）犬山祭保存会理事会 第３回 議事録 

 

●日時    

令和３年１１月２０日（土） １８：００～１９：３０ 

●場所 

IMASEN 犬山からくりミュージアム玉屋庄兵衛工房 ２F 

●出席者（敬称略） 

【常任理事】会長（石田）、会長代行（多和田）、副会長（大澤渡、澤野、長谷

川）、会計（下山）、伝統文化委員長（市橋）、伝統文化副委員長（長井）、てこ委

員長（浅野）、てこ副委員長（吉田成伸、陸浦）、企画広報委員長代行（斉木治

郎）、企画広報副委員長（柴田、林）、専務理事（溝口） 

【理事】枝町組理事（武藤）、魚屋町組理事（小川）、下本町組理事（松岡）、中本

町組理事（栗谷）、熊野町組理事（浅野）、新町組理事（山田）、本町組理事（安

田）、練屋町組理事（長岡）、鍛治屋町組理事（市橋義和）、名栗町組理事（森）、

余坂組理事（大澤憲司）、外町組理事（伊藤尚宏）、内田町組理事（伊藤一則）、坂

下大本町組理事（一色） 

【企画広報委員】斉木美加、前田、吉田昌司、梅田 

【その他】保存会事務員（竹村） 

●議事 

Ⅰ．会長挨拶 

Ⅱ．議題 

①会費、会員制の運用 ②北小白帝ワークについて ③その他 

 



●配布資料 

① 申込書、会費、参加者名簿の取りまとめ方法（案） 

② 申込書 

③ 犬山祭参加者心得 

④ １３町内の車山蔵見学の計画（犬山北小学校５年生） 

⑤ 冬の交通安全県民運動行事への参加依頼（お願い） 

 

●議事内容 

Ⅰ．会長挨拶 

・会長： 今日、いろいろな催しをやっていました。その１つ桃太郎公園に行ったが、

多くの人でにぎわっていた。木曽川の舟が人気だったが、船頭が、若い人をなかな

か養成できないということで、困っていました。 

皆さんに楽しみな報告として、来年３月オープンするホテルインディゴ犬山有楽苑

を、中を見学してきた。半年ほど前に、どのような内装が良いかという相談を受け

たこともあり、内装を見てきた。国宝の犬山城と、国宝の茶室の如庵が見られると

いうことが目玉であるが、デザインとして、からくりの紐や提灯など、あちこちに

犬山祭のテーマが多く取り入れられていた。 

インディゴホテルの本社はイギリスにあり、犬山ホテルは日本の２号店となる。主

なターゲット層はヨーロッパの長期滞在型観光客であるので、そういった方に犬山

の伝統的な文化を見せたいということなので、これは我々にとっての出番であると

思っている。これは新しい犬山の流れを作っていく予感がある。総支配人は犬山の

ことをよく勉強している。何か機会があれば協力したいので、皆さんにお願いする

こともあると思う。 

また、今回配布させていただいた日本の祭シンポジウム９回目の冊子だが、私と溝

口専務理事で企画を立てて、愛知県と全国山鉾屋台保存連合会を巻き込み、今回９



回目となり、徐々に、地道にではあるが確実に祭を考える勉強会として広がってき

たと思う。 

今回は、日本の祭と SDGs と言うテーマでおこなった。世界の先進国がこぞってこ

の SDGｓに取り組んでいるが、Ｓはサステナブルで、Ｄはデヴェロップメント、持

続する開発ということである。経済を取り戻していこうということである。地球資

源をどんどん無くして、森を切ることでどんどんＣＯ２が増え、それを吸収する森

が減っているので、どんどん温暖化が進んでいる。CO2 は地球の温度を高める効果

がある。 

日本の祭の中には、サイクルの力がある。ゼロエミッションといって、ごみを出さ

ない。草鞋や半纏や太鼓など、その素材はゴミにならず、完全なリサイクルシステ

ムである。人力で山車を担いでいるし、ガソリンも使っていない。こういったこと

から、日本の祭から持続可能性があるというテーマを取り上げてやっている。犬山

祭の行為、考え方は、世界の最先端であり、未来社会の考え方ではないかというこ

とをもう一度自覚したいと思っている。 

本日の議論は多和田さんにお任せする。本日は、これまで皆さんに議論していただ

いた新しい制度について、何度も整理していきているので、しっかり皆さんと意識

を共有して、古いけれども新しい犬山祭をリメイクしていく、という気持ちでご審

議を賜りたいと思う。 

・会長代行：最初に報告事項をお願いしたい。 

・伝統文化委員長：昨日からくり体験教室で城東小学校に玉屋庄兵衛さんをはじめ６

名で伺った。生徒さんの対象は３，４年生で２００名ほど体験授業として参加して

いただいた。他の学校だと多くても１００名弱ほどだが、今回は非常に多い人数

で、三番叟と茶運び人形、弓曳童子を持って行った。例年このからくり体験教室を

やっているが、生徒さんに触れていただく時間が少なくなってしまったが、皆さん

目を輝かせて、すごいね、来年祭があったら行きたい、などと皆さん楽しんでいた

だき、良い反応をいただけた。先生方からも感謝のお言葉をいただいた。 

また、現在この南館二階にて講演会を行っているが、前回の企画展に合わせた１１

月１３日の講演は参加者が少なかったように思う。次回は、１２月１１日にからく



り館二階で「からくりのまち犬山」という題で石田会長を講師として行うので、出

来る限りご出席していただけたらと思う。 

議題 

Ⅰ．会費、会員制の運用 

・会長代行：これまで何度も議論を行わせていただいているが、過日、てこ委員、伝

統文化委員、企画広報委員の各委員会の皆さんで合同で議論をさせていただいて、

今回そこで考えた案をご提案させていただいて、その方向で見て行きたいと思うの

で、ご意見を頂きたいと思う。 

 ・企画広報副委員長：先週土曜日に各委員会で協議をして、申込書、会費、参加者名

簿の取りまとめ方法として案を作らせていただいた。 

１．申込書について。①から④までの４ルートで配布回収をしていただきたいという

ことである。申込書は一世帯で一枚提出していただくという形でお願いさせていた

だいている。 

各ルートについて。①は、町内在住の方で、警固・当番、車附等、 ②～④以外の

方については、町内の理事さんが配布回収していただく。 

②は、てこについては、町内外関係なく、すべてのてこに関しては、てこ委員が、

参加希望者にこの申込書を配布し回収していただく。 

③は、こちらも町内外関係なくすべての方に配布回収していただく。若衆は上山・

中山・下山・お囃子方・人形方等の総称である。その方についてはすべて伝統文化

委員が希望者に配布をして回収していただく。 

ここに、小太鼓子供連の母親も含めるとあるが、お母さんにも書いていただくよう

にお願いをする。 

④は①～③以外の方で、呼称は未定だが、町内に所属していないような方のことで

ある。将来的にはボランティアとして祭を支えていただく方が入っていくのかと思

う。ここは企画広報委員会で取りまとめる事になると思うが、今後検討させていた

だく。 



一世帯で一枚ということだが、一世帯で①から③の複数の役が混在している場合、

町内の方がほとんどということで、そこの取りまとめは、だいたいの顔が分かって

いるメンバーなので、そこは調整していただき、一世帯で一枚提出という形にした

方が良いと思っている。 

会費の集金について。一世帯１０００円、１８歳未満の者のみの世帯は不要という

ことで、①～④の区分ごとに申込書を提出していただいた際に集金する事になると

思うが、集金時期は、基本的には３月上旬に提出していただければ良いが、すべて

はそうはいかないと思うので、最終的に集金をしていただければ良いという事にな

ると思う。 

３．参加者名簿ということで、①～④の４つの区分で４つ作成していただく。前回

の祭参加者の名簿が事務局にあるので、それをエクセル等で前回の参加者名簿を事

前に作成しまして、町内に名簿としてお渡しする。前回のものを入力してあるの

で、町内の方にお渡しして、手を加えていただいたものを、事務局にご提出いただ

くという形になる。 

４．参加者心得と会員証の配布。参加者名簿は３月上旬を目標に事務局に提出して

いただきたい。提出いただいたら、参加者心得と会員証をお渡しする。 

会員証についてはどのようなものを作るか検討中。 

名簿について。これは警察にも提出する。こちらはまたデータでお渡しするので、

このような形で作っていただき提出していただく形となる。３月上旬というのは警

察に提出する期限の都合ということである。 

５．練り物三町内について。てこや若衆はいないので、町内の理事さんに申込書の

配布回収や提出をお願いしたい。 

 

 

 



・会長代行：前回の理事会でお話した内容に沿う形で決まったことになるが、今のご

説明で意見があればお聞きしたい。 

・参加者名簿は三月上旬に出して欲しいという話だと思うが、参加者の名前も変わる

可能性もあるのではないかと思うが、終了後、正式な参加者が確定後、改めて出せ

ばいいという理解で良いのか。 

・専務理事：三月上旬に出した時点で、その人がやるのかやらないのか未定であって

も、やるだろうという前提で書いていただきたい。実際にやらなくても問題ない。

提出の書類は、やる可能性のある人をすべて書いていただきたい。 

・私たちは練り物で、毎年当番なので、去年のデータはまったく役に立たない。子供

は二年連続などはあるが、かなり変わってくる。 

二点目として、会費そのものは、申込書一枚につき会費と考えればいいのか。 

・専務理事：申込書の場合、未成年者の場合はすべて０円です。ほとんどの場合、成

年者が一軒につき一人はいるだろうということで、一軒につき１０００円というこ

とになるが、まず見込みということで、これは三月上旬の期限を必ずしも守って頂

かなくても大丈夫である。事務局で祭当日まで精査して、まだ貰っていない所、重

複している所など、そういった事を確認する。 

・三点目として、事務局提出用の理事・てこ委員・伝統文化委員がないということで

良いのか。参加者名簿の役職名が若干変わってくるということになるが、それでい

いか。 

・専務理事：練り物町内は別途形式の書式を考えます。 

・会長代行：前年度の名簿があるので、それを各町内にお渡しする。そこで多少の変

更があった場合は町内の場合は理事さん、てこの場合はてこ委員さんに修正してい

ただき、最終的な名簿を作成する。その中に、どれだけ会費が集まって、どなたか

ら集めるのかというシステムを作っていきたい。町内負担を軽減できるような形に

したい。 



・申込書に町名を書く欄が一つもない。集約される場合に町内ごとにファイルされる

と思うが、それを加えた方が良いのでは。 

・会長代行：そちらももちろん書かせていただく。データ化したものについては各町

内名が書いてあるので、そちらで確認していただければ良い。 

・参加者名簿について。データでいただけるということだが、４つに分けられていな

いものを頂いたら、こちらの方で４つに分けて提出するというイメージになるの

か。 

・前回の内容が入ったものをお渡しするが、前回は４つに分かれていないが、それを

お渡すということで良いならそうします。 

・理事は町内のものを出していただければ良い。 

・てこと伝統文化委員はそれぞれの全体のものを集めて提出するのか。 

・申込書３のところに、小太鼓子供連の母親も含めるとあるが、この場合の申込書

は、母親と子供を書いて、この場合は１０００円はいるのか。 

・子供が出ていれば、その世帯は会費は必要ないのか。 

・専務理事：それに関しては、ここで皆さんに決めていただくことになる。 

・小太鼓連の場合だと、子供は無料だが、 母親がついてくる場合、それを有料化する

か無料にするかを皆さんで話し合おう、ということではないか。 

・会長代行：そこをどうするかということを皆さんの意見をいただいたうえで議論し

たいと思っている。 

・家庭によっては、申込書は４枚書かなければならない場合もあるのではないか。 

・専務理事：複数のルートから複数枚配布される場合があるが、家庭は世帯主が一枚

書いて一枚提出するだけで良い。一枚にまとめて書いていただければ良い。 

・町内の場合は町内の方にしか名簿しかないし、てこ委員の場合はどのように名簿を

作るのか。 



・専務理事：一年前の名簿は頂いているので、こちらからデーターをお渡しする。 

・会長代行：そこは、町内の理事と、町内のてこ委員と伝統文化委員とで情報共有し

ていただいたうえで名簿を作っていただきたい。 

・町内が中心になってそこをまとめなければならないということか。 

・会長代行：町内単位についてはそういうこともあるが、町内各軒に申込書を配るの

だから、そこで役職等を書かれる場合、それを集約して、てこ委員と伝統文化委員

との間で名簿を町内についてはある程度把握してもらわないといけない。 

・専務理事：次の祭礼までに理事が変わる町内もあると思うが、そうなると全くうま

くいかなくなる場合もある。各町内で、伝統文化委員、てこ委員、それぞれが集ま

って綿密に協議していただきたい。今考えていることは、１月か２月に全町内を集

めて、一町内５，６名に参加して頂き合同説明会を開催することも考えている。最

初の試みなので定着するまでに時間がかかるかもしれないとは思っている。 

・申込書の書き方を具体的に教えていただきたい。①は、②～④以外のものを書くと

あるが、例えば一世帯で、警固等いろいろとやる場合もあるが、それを、この申込

書にすべて書いてしまっていいのか。それは、一世帯で、祭に出る人間の名前をぜ

んぶ書いて下さいという話になるのか。 

・専務理事：その通りである。 

・記載について、申込書を配布して回収するのは良いが、一世帯に役職が３つも４つ

もある場合は、それを全部書いて回収してもらうのか。 

・会長代行：そのような形になる。煩雑になる申込書については、町内の方は理事が

連名で書いたものは集めていただき、てこ委員の名簿はてこ委員が集めて、伝統文

化委員の名簿は町内の委員が集める。理事に残るのは、町内の名簿ということであ

る。 

・役割は①から④まであるが、もっと細かい名称を書くのか。 



・会長代行：各町内については、理事に配布していただいて、ぜんぶ回収した後、理

事とてこ委員、伝統文化委員が、それを元に、仕分けをして、そこから先は独自の

名簿を作成していただくという形である。 

・会長：この案は決して完璧なものではないし、皆さん不安要素やおかしいと思われ

た部分などは、しっかりと意見を出していただきたい、それを聞いて、しっかり精

査して固めていきたいと思っている。どうぞ忌憚のない発言をしていただきたい。

貴重なご意見をいただけて感謝している。 

・具体的に上山やてこといったことを書いていただいた方が、申込書の祭礼役につい

ては具体的に書いていただいた方が分かりやすいと思う。 

当番、上山、警固等複数行う者もいるので、そのように具体的に総合的に分かりや

すくなるのではないか。 

・専務理事；さきほどご提案のあった、小太鼓の子供の付き添いについて。その世帯

におじいさんなりお父さんが参加者でいれば一軒で１０００円だが、お母さんと子

供だけなら、お母さんが成年ならば、そこで１０００円とるのかどうかということ

を、皆さんで決めていただきたいということである。 

・自町内では、子供が参加される場合は、町内以外の知り合いの方がいると思う。自

分の町内の場合は、お父さんにも役についてもらう。するとお父さんが出てお母さ

んが子供の付き添いで、子供は太鼓を叩く。そういう方は、また別に申込書を書か

なければならない。伝統文化委員はそれを把握することになると思うが、その場合

に、子供は未成年なので、お金は取らないということになるのか。 

・その場合だと、お父さんが参加することになるので、１０００円をはらっていただ

かないといけないことになるのでは。お金を払わなくていいのは、お母さんと子供

だけのような、その他世帯内で誰も役についていない場合である。 

・お母さんも車山についているので、事故をする可能性はあるということで、保険の

問題もあるし、名簿には書くのか。 

・専務理事：名簿には書いていただく。参加費は、お父さんなどの家族が役職につい

ていない場合は無料ということにしたいと思う。それでよろしいか。 



・町内で高齢の方がいて、その方は参加しないが、町外の息子さんが出るような場

合、土曜日は弟、日曜日は兄、といった二人出る場合には、町内に住んでいるお父

さんの名前を書いて、そこに一緒に御兄弟の名前を書いて一世帯とすれば良いの

か。 

・専務理事：そういった場合でも一世帯という扱いで良いのではないか。 

・自町内でもあるが、自分の家で商売をしていて、本人が出られないので、知り合い

を呼んで出すということにがあるが、 その場合、その知り合いの分は払わなけれ

ばならないのか、世帯の中に含めても良いのか。 

・複雑になりすぎるので、町内に関して頼んだ人は、町内在住者と同じ扱いとなる。 

・一世帯と同じ扱いで良い、ということで了解した。 

・内田の場合、町会長が５人、祭当番で出るものが３人おり、そういったものを書く

欄がない。 

・会長代行：今回、各欄に正式名称をかいてだしていただければと思う。 

・専務理事：練り物３町内に関しては、１３町内と呼称が大分異なることもあり、特

別の書式を考えたい。 

・会長：練り物の町内の情報も共有していただく必要がある。 

・申込書をいただく時に、お金を預かる際に、協賛金の時のような案内の文面と領収

書はご用意していただけるのか。車山にさわる人は理解いただけると思うが、警固

や、ご高齢の方にも書いていただいて、１０００円いただくのは、今までやったこ

とがない作業であり、保存会としてこうなったというものがないと、町内の人を集

めての説明はもちろん行うが、今後継続していく上で、ご高齢の方も含めて、これ

が何かをきっちり説明できるものがないとよくないのではないか。 

・専務理事：領収書は用意させていただく。案内、説明書については今後、検討させ

ていただく。 



・申込書は、理事が回収を行った上で、てこ委員や伝統文化委員の担当の方に連名で

書いていただくので、それを渡して、名簿をそれぞれ作ってもらうということになる

のか。 

最初は理事が全部回収するということになって、町外については、てこ委員さんが

全部やってくれるのか。 

・専務理事：私共が考えているのは、まとめて理事がやるということが、いろいろと

問題があるのではないかという認識があるので、てこに関しては町内外にかかわら

ずてこ委員がぜんぶやる、車山に上る若衆に関しては伝統文化委員がやる、そうい

うことでお願いしている。 

理事さんがやっていただくのは、てこでも若衆でもない、綱割や警固といったとこ

ろであり、それぞれ分担してやっていただくということを期待している。 

・会長：今回の改正案の根本は、てこや若衆といった、社会の中堅である働き盛りの

人たちが、自分たちの考えや社会的な責任というものをもっと全面的に出したいと

いうことである。町内の理事さんは、町内の調和を保っていくことは大事だが、保

存会から考えると、そういった若い人脈が、自分たちから企画して責任をもってコ

ミュニティを引っ張っていくという体制を作りたい。なるべくなら、てこ、若衆が

独立する、という流れを作っていきたいという気持ちがある。個々の作業は難しい

が、一つのイメージとして、そういう方向で犬山祭をやっていくということを腹に

据えたうえで、皆さんのいろいろなお仕事を考えてやっていきたいという気持ちが

ある。我々も考えるが、反省や落ち度もある、皆さんのご意見を聞きながらやって

いきたいと思っている。 

・世帯で申込書が一枚で、てこ、若衆がいた場合に、三人が回収に来ることになると

思うが、誰が回収することになるのか。 

・専務理事：私の個人的な考えだが、てこで一役入っていたら、てこに、若い衆で一

役入っていたなら若衆という風にしたいと思っている。 

・１世帯でてこや若衆等が重複していた場合、誰が回収に来るのか、という話であ

る。 



・専務理事：関係が二つ三つと多岐にわたっていたら、おかしくなるので、その申込

書の中に、てこの役職が入っていたら、てこの人に、若衆の肩書が入っていたら若

衆に回収させればいいのでは、という提案である。 

・会計：例えば一世帯の中で、親がからくりを、長男が若衆を、次男がてこをやって

いた場合、申込書が３枚来て、１枚に連名で書くことになるが、その時に、誰がそ

の申込書を回収に来るのか、という話ではないか。 

・自町内で話し合いをした時、その時の結論は、これ一枚で書いて、その町内の理事

が仕分けしてほしいということになったが、それではてこや若衆が主体でやってい

くということに矛盾しないかといったが、それでいい、そういうものであるという

ことで話はまとまった。 

・会長代行：制度上の問題と主体性の問題が混在している。３人が同じ家にもらいに

行くのは非常に不便であるし、集める制度と精神性は同じでないので、集めるのは

一人で良い。そこから先は、自主的に、てこ委員や伝統文化委員が自分たちの組織

を作るような形をしていけばいいと思う。そうでないと、理事、てこ委員、伝統文

化委員とそれぞれが回収に行って、制度上おかしくなってしまうので、制度は制度

として簡素なものにして、その後で精神的なものは出していけば良いのではない

か。 

・てこ委員長：てこ委員と伝統文化委員に連絡をして、渡せば良いのではないか。町

内の分に関しては理事がぜんぶ集めて、その中にてこが入っていれば、てこ委員に

情報を渡す、または伝統文化委員の分は伝統文化委員に情報を渡すという形にすれ

ば良いのでは。 

・例えば自町内にも、てこをやっていて同時に若衆をやっているという人もいる。そ

うした場合に、一番重要な役のところに印をつけてください、という形にすれば良

いのか。その人はてこも若衆も両方やるけれども、グループとしてはてこに属する

とか、てこ委員会のメンバーでもあり、若衆のメンバーでもあるという重複する場

合もある時にどうするのか。 

・伝統文化委員長：前回の話では、一人で３つの役職を持っている人の場合でも、中

心として行っているものに印をつけるという案も出た。てこをやって、上山もやっ



ている人の場合、てこを中心にやっていたら、まずてこと書いて、そこに〇をつけ

て、その横に上山と書くという話である。 

・専務理事：申込書の回収、会費の徴収、それがどこの役職がやるかという問題であ

ると思うが、複数の役職を兼ねている人がかなりの数でいるということであれば、

確かにその役割分担をしっかり考えなければならない。 

・会長：今後、市の広報やマスメディアやＳＮＳに情報を流す予定である。そうする

と、今まで犬山祭に全然タッチしていなかった人が相当数公募に応じてくる可能性

がある。そうなると申込書の④の扱いになるが、どのような形で扱うことになるか

を準備して検討しておかなければならない。  

桃太郎公園で出ていた店は、ほとんどが犬山外から来た人で運営されている。市外

から犬山の良さを求めてきている。マルシェを出している人に話を聞いたら、犬山

の人が我々余所者を受け入れてくれて、良い町だと思う、という反応をいただい

た。 

犬山祭を解放するというのは、そういった余所者を受け入れる流れを解放するとい

うことでもあるから、そういったことも可能性として頭の隅にいれておいていただ

きたい。 

・申込書のタイトルを、何の申込書か分からなくなるので、書いた方が良いのではな

いか。 

・今日の時点で決まった事は何であるのか、しっかりと提示していただきたい。 

・会長：本日の内容は議事録として記録して、どういう議論があったかということは

犬山祭保存会のホームページに上がっているので、確認していただきたい。 

・会長代行：申込書の取り扱いについて。二つの意見があり、一つは、町内関係者に

ついては理事が各戸に申込書を配布して回収していただくという意見と、もう一つ

は、申込書をそれぞれ理事、各委員会の方が申込書を貰いに行く、というものがあ

った。どちらに統一したら良いか。 



・会長：今日の意見を聞いた上で、また案を作り直して、次回の理事会で検討すると

いうことではないのか。 

・会長代行：町内関係者のところにてこ方がいるところにはてこ委員が、上山中山の

関係者のところには伝統文化委員が対応するという話が出た。 

・てこ委員長：理事がぜんぶ集めて、てこ委員と伝統文化委員に振り分けて連携する

ということではないのか。町外に関係する方もてこや若衆のところは、各てこ委員

と伝統文化委員が配って回収すれば良いのでは 

・②で言えば、町内居住者、町外居住者と関係なくてこ委員が集めるという解釈であ

れば、町内居住という文言はいらないのでは、という意見ではないか。こういった

事についても、今日決めることはしっかり決めておいた方が良いのでは。 

・町内居住者については、理事がやるというご意見がある。その中にはてこもいれば

上山下山もいるわけで、それも含めて理事が集める。町内のことに関しては、その

情報をてこ委員、伝統文化委員に渡して、町内在住者に関しては、てこ委員がてこ

の名簿を作る、上山中山については伝統文化委員が名簿を作る、という形で良いの

では。②の、町内外関係なくすべてと書いてあるが、そこで町内在住者については

てこ・その他で網羅されているので、②については町内在住者でない方については

てこ委員がやる。若衆についても、町内在住者でない方は伝統文化委員がやる。と

いうことになる。④についても、企画広報委員が責任をもって名簿を作成する、と

いう意見がある。 

今出た意見が、①～④のやり方の②で言えば、町内在住者はてこ委員が行くという

ことで、今言われているが、どちらが煩雑でないか、どちらが適切かを今決めた方

が良いのではないか。 

・会長：てこの７割は町内以外の方である。だから、それはてこ委員会が、町内もて

こも、責任をもってやるということが大事ではないか。今度の改革の本丸はてこで

ある。てこの全体みんなで育てていき、次の世代に渡していくということが大事で

ある。企画力、実行力、社会性の中核にしなければならない。そのためには、てこ

の７割の余所者をいかに真ん中に持ってくるかである。 



・会長代行：てこ委員は、町内在住者以外の７割の方の名簿を作成していただくとい

うことである。制度上は、三人の方がいたら代表者が行って名簿を回収して、てこ

の役割の方は、てこ委員にお任せしようという形をとってはどうかと言っている。

制度上の問題の、回収に関しては、一人の方が、町内に関しては お願いをできない

かということである。 

そういう情報をもとに、てこ委員、伝統文化委員に情報を渡して、すべての名簿に

ついては、てこ委員長・伝統文化委員が作成する。会費についても、てこ委員・伝

統文化委員が、その名簿をもとに徴収する。町内理事は、町内の参加者について会

費を徴収する。すっきりして分かりやすくていいと思うがどうか。 

そうすると理事が最初にやっていただくのは、町内各戸に申込書を配布していただ

き、それを回収していただくということである。その回収していただいた申込書に

ついて、てこ委員と伝統文化委員に割り振りをするということである。その割り振

ったものが、最終的な②、③の外部の参加者と併せたてこの参加者名簿になる。そ

の参加者名簿が合計になるということになると思うが、どうか。 

・同じ議論を何度もやってきているので、ここでしっかりと決めないと、来月また同

じところからスタートすることになってしまうのでは。 

・会長代行：町内在住者と外部の参加者と二通りあるが、町内居住者に関しては申し

訳ないが理事の方々に、各戸に申込書を配布していただき、記入していただき、そ

の上で回収していただく。その情報をもとに、町内居住者については、各町内のて

こ委員・伝統文化委員と情報共有していただいてそこで区分けをしていただき、て

こについてはてこ委員にその名簿をお渡しする。伝統文化委員に関するところは伝

統文化委員に名簿を全てお渡しする。町内については、てこ委員と伝統文化委員の

名簿はそこで作成できる。 

それから、てこ委員については、外部から助けに来ていただく外てこの方々の名簿

を作成して、それを事務局に、てこ委員会の名簿として提出をしていただく。町内

の方は、理事は町内の役割を記載した名簿を提出していただく。そのような形にな

ると思うが、どうか。 

・その時、合わせて申込書も作ってもらえば良いのでは。 



・会長代行：その様式をエクセル等で各町内にお渡しするので、まだはっきり時期は

決まっていないが例えば３月初旬に提出書類として作って頂いて、最終的な名簿は

会計に関わることなのでまたきちっとした名簿を作っていただいて、例えばこの町

内は何軒あっててこの方がどれだけ参加するのか、どれくらい集まらないといけな

いのかということが分かると思うので、そのようにさせていただきたいと思うがよ

いか。 

 てこ委員はあくまでも主体的にてこの皆さんのことを把握していただく、伝統文化

委員は伝統文化委員のことを把握していただく。 

・専務理事：事務方として皆さんの意見を集約して、名簿のデータをお渡しする。そ

こに役割が重複していても構わないということである。今まで出していただいてい

る参加者名簿もそうなっている。 

  

効率的にやるために、例えば、各町内で２月初旬ごろに、理事、てこ委員、伝統文

化委員、各委員会で相談する場を設けるべきでは。 

・会長代行：さまざまなご意見をいただいたが、会員名簿の作成の仕方と、仕分けの

方法について、私が先程述べさせていただいた内容で進めさせていただいて良い

か。細かい事はあると思うが、こうやってやることで、ある程度データが来るわけ

なので、その中で、町内居住者の方と、町外居住者の方と、会費をいただける方と

いただけない方とで仕分けをしなければならない。 

この方法で来年一度やってみようと思うので、よろしくお願いしたい。 

外から子供を連れてこられた付き添いの方については、会費はいただかない、とい

うことで進めさせていただく。 

・企画広報副委員長：④その他の部分について、企画広報委員が担当するという話が

出たと思うが、どのくらいの人数が集まるか分からないため、今後検討させていた

だきたい。 



・専務理事：本日のご意見を参考に次回は変更点を含めもう少し詳細なあんを策定し

て提案させていただく。 

Ⅱ．北小白帝ワークについて 

・専務理事：２９日の北小学校白帝ワークに関して。理事の皆様方には、添付資料と

同じものを既に配布させていただいているが、どこの町内が何時ごろに車山蔵に行

くかということは承知されていると思う。どんでん館は、それぞれの車山の町内の

理事さんがついて、そこで子供さんに説明していただきたい。子供さんは、祭の担

い手はどのように確保しているか等、町内の苦労話を聞きたがっていると思うの

で、そういったこともお話していただきたい。 

 

Ⅲ．その他 

・冬の交通安全県民運動行事に関して。警察関係のことはてこの方がやってもらっ

ていたが、せっかくなので、可能な限りたくさん参加していただきたい。 

・会長：我々の祭は行政との緊密な連携を抜きにしては成り立たない。市役所も協力

していただいている。警察も、名古屋のどまつりは、一番困っているのが、どれだ

け金を集めても、警察の許可が下りなければ道路を使わせてくれないということで

あった。犬山祭が２日間あの公道をシャットアウトして二日間祭を行えるというの

は、水面下での警察との協力なくしてはあり得ないので、警察には出来る限り協力

していきたいと思っている。出来る限り情報を流すので、強制ではないが、時間が

ある方は、極力出ていただきたいと思う。 

・以前、てこや町内に対して、助成金による飲食は駄目ということで、今回、てこさ

ん達には、会費をとって、飲食をやろうと思っているが、飲食代の上に今回の会費

が１０００円で上乗せとなって、皆さんにとって負担となる。 

以前にこの会議で専務理事からも、何かの形で町内の方々にバックすることも考え

ているというお話もいただいていたので、是非、町内に対してのご支援をいただけ

たらと思う。 



・専務理事：町内に対するというより、皆さま方が少しでも意識を高めるために、実

際にお金をあげるというよりも、いろいろな他の祭を見に行く等、そういったこと

に使いたいということを申し上げたつもりである。今回の会費１０００円は、約７

０万程の増額となると思うが、そのうち、会員証に３０万、残り４０万が残るが、

これを町内に返すというより、効果的な使い方ということで、今年の予算案を作っ

た。 

・理事会の資料には、会員証の３０万が予算として確保してあって、収入が９０万あ

るとすると、今まで保存会の会費として３０万徴収されているので、その３０万を

補助と言う形で還元していただけるという形のお話だったと思うが。 

・予算案では、研修費として予算案を計上させていただいている。 

・会長：当初、会費として１０００円を払っていただくという話が出た際に、そのお

金を何に使うのか、という議論が物凄く起こった。その時に申し上げたのは、１０

００円を払うということは、犬山祭の主体者になるということであり、それを何に

使うか、ということではない。１０００円払ってまで、犬山祭を支えたい、という

ものであって、自分たちで自らお金を払ってでも祭を支えていきたい、という意識

改革の話である。  

補助金に関しては、また別の次元の問題である。知恵を出していただきたいのは、

若い人たちも、お金を集めていただく、ということである。今も、特に副会長の

方々をはじめとして、多くの方々がお金を集めていただいて下さっている。広く薄

く、若衆やてこの方々も、少しずつでもいいので、犬山祭の協賛金を集めてくる、

という形での体質改善もしていきたいとも思っているので、ご理解いただけたらと

思う。 

・シンポジウムの報告書の中で、石田会長が、犬山祭の公募をすると語っておられる

箇所があったが、我々も高齢化が進んで、祭に１日中付いていていただくというこ

とが難しくなっている中で、そういったことを考えていくと、公募ということを大

いに期待している。そこで、どういったスケジュールでこういったことをして、公

募された人がどのように町内に分配されるのか、来年のお祭にはもう始まるのか、

そういった具体的な動きについて教えていただきたい。 



・会長：今年中には公募の話を進めさせていただきたいと思っている。今の段階で

は、メディアも公募制に関心を持っている。初めてのことなので、あまり緻密な計

画は立っていない。その担当は、てこや若衆の皆さんや、企画の若い人たちにお願

いしたいと思っている。公募をかけて、様子を見ながら、この理事会でも報告しつ

つ、投げかけていきたいと思っている。 

・専務理事：今後のことについて。会員会費制について、まだ完全には結論は出てい

ないので、まだ議論の必要があるが、あまり時間をかけたくないところもある。何

故かと言うと、もう１２月から協賛金の話が議題になるし、来年の祭は、試楽のや

りかたを大きく変えるのかどうかの議論も必要になる。来年の祭についての議論を

中心にやっていきたいと思っているので、よろしくお願いしたい。 

 

 

 

●次回日時   

１２月２０日（土） 

●次回場所 

からくり館２階 

●記録日   

令和３年１２月１８日 

●記録者   

竹村 
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