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平成29年度CTF松阪通常総会開催
平成 29 年 5 月 13 日(土)まどゐのやかた見庵にて NPO 法人
CTF 松阪の平成 29 年度通常総会が開催されました。当日はあい
にくの雨模様でしたが、正会員様には多数ご出席いただきありがと
うございました。
議長の議事進行により、平成 28 年度事業報告および平成 28 年
度活動計算書、
平成 29 年度事業計画および平成 29 年度活動予算、
定款変更、役員改選について審議を行い、いずれも原案どおり議決
されました。
総会後は皆様お待ちかねの恒例昼食会となり大いに盛り上がり
ました。

29 年度通常総会

登録グループ紹介
社会福祉協議会のボランティアセンターには、現在松阪市内全体で CTF 松阪を
含めた８８団体がボランティア団体として登録しています。
各団体の活動内容や活動日、連絡先などの概要を紹介した冊子を、山田会長も編
集に参加して作成しました。冊子は山田会長が保管していますので、興味をお持ち
の方はご覧ください。

よいほのもり

松阪の紹介

皆さん松阪を紹介するのにまずはお肉ですか？ それとも豪商の町
ですか？
松阪のイメージとしては、松阪牛でしょうか。グルメブームな近年
はやはり肉料理ですね。美味しいですからマスコミでもよく取り上げ
ています。でも、蒲生氏郷が松阪城下を創ったのが始まりですから、
楽市楽座を奨励しその街で豪商が育った、そう歴史ある豪商の街なの
です。
近頃は、観光でその街の情緒にひたりたく街歩きに来る人が増えて
いるのです。静かで落ち着きのあるいい街。
「この街を守ってください」とも耳にします。
先人たちが残してくれたこの街うまく活用できればと思います・・・

T・S

今月号は文字数が多いので、第 1 ページ、第 3 ページ、第 4 ページに SP コードを 2 個付けて
あります。第 1 ページ、第 3 ページ、第 4 ページでは、先に左下の SP コードを、次に右下の SP
コードを読んでください。
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Word

最近使ったファイルを非表示にする

「ファイル」タブから最近使ったファイルの一覧が表示される。作成途中のファイルや頻繁に使用するファ
イルを表示するとき、メニューから直接開くことができる便利な機能であるが、パソコンを複数人で使用して
いて一覧を見られたくないときや、すでに削除したファイルが表示されている場合はなどで非表示にする方法
を紹介する。
１．リボンから「ファイル」タブをクリックする。
２．「オプション」をクリックする。
３．
「Word のオプション」が表示され、画面左側
の「詳細設定」をクリックし、
「表示」欄の「最
近使った文書の一覧に表示する文書の数」ボッ
クスの値を「0」に変更して「OK」をクリッ
クする。
※ 初期状態では 25 個まで表示される。
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【5 月】の活動報告

【6 月】の活動予定

CTF 松阪 29 年度通常総会

障がい者対象個人向けパソコン講座
(１３日)

6 日、13 日、20 日、27 日

障がい者対象個人向けパソコン講座

松阪市障がい者福祉センター

（2 日、9 日、16 日、２３日）

IT 訪問サポート
(１7 日)

徒然なるままに

お伊勢さん 125 社というのをご存じじゃろか？
今回は「お伊勢さん 125 社」とは関係ない話を２つしよう。
一つ目は、山藤（やまふじ）じゃ。
玉城町の南隣に度会町があり、そこに大日山（３０３ｍ）があ
る。その中腹に“鴨神社”があるのじゃがこの神社については来
月号以降で紹介しよう。そこへ行く為に伊勢自動車道の下をく
ぐった途端、急斜面の上の方に見事な“山藤”を見つけたのじゃ。
何とも見事でしばらく見とれておった。皆さんにも見てもらおう、
右の写真じゃ。5 月 7 日のことじゃった。
二つ目は、
“幸”という名前の神社じゃ。お伊勢さんとは関係ないそうじゃ。
“幸神社”と書いて「さいのかみ」と読むと地元の人は云うが、県神社庁
リストには「こうじんじゃ」と書いてある。
玉城町の積良（ツムロ）付近を車であちこち迷いながら走っていた時に
大きな神社が目に入り、立ち寄ったらこの神社だったんじゃ。
いくつもの白い鳥居の先に続く石段を登ると、小高い森の中に社殿がある。上
がった先には真っ直ぐに伸びた 2 本の木が社殿を守っているかのように立ってお
り、神聖な空間をつくり出しておるぞ。
道の分岐点に祀られた「塞の神」が、今の姿になったそうじゃ。
約 300 年前、
ヒノキの老樹の元に猿田彦大神としてほこらをまつったそうじゃ。
当時は神様を“サエ（境塞）の神”と呼んでいたが、後に“サイの神”といい換
えられ、現在の“さいのかみ（幸神社）
”になったと云われておる。名前に“幸”
が付く珍しい神社として幸せを求め、また子授け、安産、厄除け祈願などに多く
の参拝客が訪れているそうじゃ。

社殿前の 2 本の木により、
神聖な雰囲気が感じられる

瘧神（おこりがみ）
社殿の隣にある瘧神（おこりがみ）は、古くに土の中から掘り起こ
されたと云い伝えられている大きな岩をまつり、子どもの引き付け、
寝小便、熱病などにご利益があるとされ、今でも子ども
の成長を祈願する人が多いそうじゃ。
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リレー随筆ナンバー169

今月は、CTF 松阪を影から支えているようでいないような、その実
態は実にあやしい UP 様からご投稿いただきました。

169

いざ姫路城へ
UP
いつもはマイ

が変更になる事が多々あります。

カーでのドライブ

まだ土山 SA に到着前ですがすでに缶ビール、

旅行ですが、今回

酒３本が空になっている状態です。ハイペースで

は自治会のバス旅

お酒が消費されていきますので、バス降りたとこ

行です。朝早くか

ろで他のバスからお酒調達してきました。

らバスのトランク

吹田 JCT あたりまでは覚えていたのですがそ

にお酒、ビール、

れ以降は姫路につくまでダウンです。

つまみ、クイズ等

姫路城に続く道路が大渋滞、マイカーはなかな

の景品を大量に積

か駐車場に入れないようです。バスを降りて姫路

み込みました。

城を目指します。「90 分後に集合してねｷﾘ」なの

「うちの地区８

であまりのんびりしていられません。それにして

名そろいました。

も観光客多すぎ、天守閣上るのに１時間まちです。

ガイドさん出発

まわりは中国語だ

OK です」各地区をピックアップしながら進行で

らけ、国内じゃな

す。今回の目的地は姫路城と灘の酒蔵です。

い雰囲気です。

姫路城

まずは新名神の土山 SA で他のバスと合流で、

姫路城は平成の

バス３台の旅となりました。現在２号車の後ろに

大修理が終わった

乗って 10 人程度ですでに飲み会始まりました。

ばかりなので真っ

ルートは伊勢自動車道→新名神→中国自動車道

白なお城でした。

→山陽自動車道→姫路市に入ります。片道約４時

あいかわらず飲

間のバスの旅になります。

んでばかりなので

このバス旅行の特徴は昼食の時間をメインにし

帰りもよく覚えて

て工程が変更されます。ですので走りながら時間

ないです(^_^;)

によっては寄るべきところがカットされたり順路

天守閣からの展望

編集後記
CTF 松阪の総会も無事終了しま
した。今年の総会はあいにくの雨模
様でしたが、多くの方に参加者いた
だきました。来年の総会もみなさ様
の参加をお待ちしております。
総会後は当日近くの旧長谷川邸が無料開放して
いましたので見学してきました。大判小判、豪華
な離れや庭など素晴らしいものを見せていただき
ました。案内のガイドさんの説明がとってもわか
りやすかったですし、また行ってみたいと思わせ
るような施設でした。
さて次号では恒
例の会員親睦会の
ご案内をいたしま
すのでご期待くだ
さいませ(^^♪
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