
第3回 『 8.15 津・平和の鐘』

“8月15日”は終戦記念日です

「戦没者の追悼」と「世界平和」
そして本年は「コロナ禍収束」

への願いを込めて鐘を撞くことに加え

津市の指定文化財である「子午の鐘」や
津市10地域の最寄りのお寺を訪れて鐘を撞くことが

「伝統文化の維持興隆」と「津市10地域の一体感の醸成」
さらには

「子どもたちのための平和教育に寄与するもの」
と考え実施する事業です
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事業概要



第3回 『 8.15 津・平和の鐘』
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「津がつながる津ぅりずむ」チームの概要

津市10地域の文化や歴史等を確認し

各地域の特色を見つけ出し

それぞれの特色を活かした地域間交流と

賑わい創出のために

伝統文化の興隆を基本理念

として活動することで

津市の一体感醸成に

寄与することを

目指しています

〈活動実績〉
2014年：芸濃1名久居1名一志1名美杉1名旧津3名

でチーム結成

2015年：津市10地域の文化歴史と現状の調査

2016年：津市内にある5つの街道の調査

2017年：11/23「第1回津・俳句まつり」（津城下）開催

2018年：8/15「第1回8.15津・平和の鐘」開催

11/23「第2回津・俳句まつり」（久居城下）開催

2019年： 6月に一志の万葉集に詠まれた歌にまつわる歴史を

紹介する講演会を提案（10/31一志で開催に至る）

8/15「第2回8.15津・平和の鐘」開催

11/17「第3回津・俳句まつり」（津城下）開催

2020年：8/15「第3回8.15津・平和の鐘」開催

11月 「第4回津・俳句まつり」（久居城下）中止

2021年：8/15「第4回8.15津・平和の鐘」開催予定



第3回『8.15 津・平和の鐘』の準備①
■2020年4月～5月にかけて以下の諸機関に協力を依頼した

・津市人権課 広報つ！8/1日号で事業告知を掲載

・津市教育委員会 小学校・中学校へのチラシとポスターの配布

・津市観光協会 観光協会のホームページで事業を紹介

・津市老人クラブ連合会 家庭内での事業の紹介

・津市自治会連合会 各自治会による事業の紹介

・三重テレビ放送 開催当日の「子午の鐘」での取材と当日夕刻の放映

・中日新聞社津支局 事前告知8/6 と事後告知8/16

・三重タイムズ 事前告知8/7 事後告知8/28

※その他久居支所地域連携課発行“ひさい地域だより”7月号に掲載を依頼

以上の主だった公的機関、報道機関に協力を得られることによって

津市民老若男女への告知と新規参加寺院が見込まれる
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第3回『8.15 津・平和の鐘』の準備②

■ポスターの大きさの変更
第1回 第2回はポスターを

A3サイズで作成したが

第3回からは人目に付くためには

大きめの方が効果的であろうと

いうことでサイズはＡ１に決定したが

協力施設67か所と高校・大学等14校に

折らずに郵送するには筒が必要となり

これまで以上に郵送費用がかかるので

津市に支援を申請することにした。

※小・中学校へは教育委員会から配布
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第3回『8.15津・平和の鐘』の準備③

■A1サイズのポスターの郵送のための専用の筒が必要

定形外郵便料金510円で収まる筒を探すことから取り掛かった

■当初は 地元の梱包用品業者から購入する予定だったが

津市内業者 ① 三角筒 １本 176円 丸筒 1本 302円

② 三角筒 １本 248円

ネット業者 ① 三角筒 １本 117.65円

■結局ネット業者が最も安価であったのでそこで購入するに至る
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第3回 『8.15津・平和の鐘』の準備④

■新規参加協力寺院への依頼

チームメンバーが見つけた鐘楼のある寺院様３か所に参加協力

を依頼したところ すべて承諾いただけたがその中には寺院の

名前の公表を希望しないところが一か所あり参加施設一覧には

その旨を記載して 対応した

■2020年の第3回の参加施設は67か所になった

2019年の第2回は64か所

2018年の第1回は43か所

6/15



第3回 『8.15 津・平和の鐘』の準備⑤

■地域団体との連携
2020年8月15日（土） 開催主会場である久居幸町の 「子午の鐘」を撞くにあたり

「久居幸町自治会」（子午の鐘管理団体）

「久居城下案内人の会」（ボランティアガイド）

久居地域の2団体の協力を得られることになり

当日の必要な対応の打ち合わせを行い

2020年は参加者の新型コロナ対策として

参加者の名簿作成と記入の際の手の消毒

鐘を撞く際の順番の指導

撞く前後の手の消毒

橦木（しゅもく）の紐の撞く前後の消毒等を

各団体と当チームで分担して行うことになった

※その他熱中症対策として冷水の無料配布も実施
津市指定文化財

「子午（とき）の鐘」
久居幸町
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第3回 『8.15 津・平和の鐘』の準備⑥

■協賛の依頼

朝日屋様

三重交通様

以上の2社からの協賛は第1回から

ご協力をいただいており

第3回もご協賛いただけることになった
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第3回 『8.15 津・平和の鐘』の準備⑦
■告知媒体のデザインの決定 ポスター（A1版） ⇨

チラシ（A4版） 裏面⇩ 表面 ⇨
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2020 年 8 月 15 日『第 3 回 8.15 津・平和の鐘』参加施設一覧 7 月現在６７か所（青字今年から参加） 

☆8 月 15 日は最も熱い季節の一日です「高温注意情報」や「暑さ指数」の情報を活用し 熱中症には十分な対策をとってお出かけ下さい。 

活用し、十分な対策をとりましょう 

 

玉泉寺 芸濃町萩野７２９  

浄源寺 芸濃町椋本６８１ 

存仁寺 芸濃町椋本６７３  

成覚寺 芸濃町河内１０９４  

西徳寺 芸濃町小野平５８２  

西方寺 芸濃町椋本３３２  

東日寺 芸濃町椋本６０２  

林徳寺 芸濃町林１９３  

養宗寺 芸濃町雲林院６１５  

 

本福寺 河芸町東千里６３４-１  

浄光寺 河芸町北黒田５７９ 円称寺 安濃町安部４１０  

長久寺 安濃町内多８４１  

延命寺  高茶屋 1 丁目１５−３４ 
観音寺  大門３２−１９   終日 
教圓寺  阿漕町津興２４０７ 
近縁寺  長岡町５５２ 
光善寺  片田薬王寺町６１９ 
久善寺  大里川北町２６４  
慈光寺  一身田豊野１１１１  
善休寺  河辺町２０１５  
浄安寺  本町２３−１３  
新光寺  神戸１６０９  
信行寺  白塚町５１１６  
深正寺  上浜町２丁目１０５  
四天王寺 栄町一丁目８９２ 終日 
浄明院  乙部３-１２ 
積善寺  上浜町１丁目８２  
専琳寺  大門２９−３  
大円寺  栗真中山町４１９ 
大善寺  神戸６７２  
天然寺  寿町１５−１７  
東光寺  安東町１２８９ 
本願寺  分部１０２９  
本光寺  片田田中町２０ 
本徳寺  寿町２１-２６ 
長谷寺  片田長谷町２３０  
龍津寺  東古河町８-２４ 
来岸寺  片田田中町６１ 
 

  

 

実相寺 美里町家所２３７１−１ 終日  

傳法寺 美里町家所３７５８  

明顕寺 美里町家所２２４１ 

飯泉寺 美杉町下之川１９２５ 

金剛寺 美杉町八知５７０７ 

安楽寺 一志町波瀬２２８４ 
延命寺 一志町井関３９６  
寶善寺 一志町八太７４７  
真長寺 一志町井生１５２１  
祥雲寺 一志町田尻３８３  
不動院 一志町大仰２４２２ 
成福寺 一志町大仰１０２２  

            

因誓寺 白山町福田山３３９-１ 

延寿寺 白山町二本木２１８０  

常照寺 白山町佐田５４８ 

浄芳寺 白山町二本木２１６７ 

信蓮寺 白山町南出５０ 

西稱寺 白山町川口２０４４  

清光寺 白山町山田野２０７  
圓浄寺    榊原町７００７ 
善福寺    榊原町８５１ 
子午の鐘   久居幸町１０４１  
玉せん寺   久居二ノ町１７３６ 
西生寺    中村町６８２  
法苑院妙華寺 久居二ノ町１７４３ 
法誠寺    榊原町１０１６８  
○○寺    お寺の都合で不掲載 

西方寺 香良洲町３１４ 

2020 年は、新型コロナウイルス感染拡大 
予防のため、主会場「子午（とき）の鐘」
に行かれることをおすすめします。 

「津がつながる津ぅりずむ」作成 

白山 

美杉 

一志 

久居 

 

美里 

安濃 

芸濃 
河芸 

香良洲 



第3回 『8.15 津・平和の鐘』の準備⑧

■チラシ・ポスターの配布枚数の決定

A4チラシ・ポスター配布先一覧 A4チラシ配布数 A1ポスター配布数

小学校57校に各20枚 57×20 1140 57

中学校22校に各20枚 22×20 440 22

大学2校+高校10校+中高一貫校２校に各20枚 14×20 280 14

寺院66＋「子午の鐘」 67×10 670 67

役所関連施設（10地域支所と図書館・公民館他） 96×30 2880 96

10地域各教育員会 10×20 200 10

久居幸町自治会・久居城下案内人の会 100 5

三重交通・朝日屋・商店街（大門・丸之内・津新町・久居） 290 29

印刷数 合計 6000 300
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第3回 『8.15 津・平和の鐘』交付金使用内訳

■交付金の総額は59,000円
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収 入 支 出

項目及び内容 金 額 市費充当額 項目及び内容 金 額 市費充当額

市交付金

円 円

交通費

円 円

59,000 59,000
1,100 550

自己資金 19,353 消耗品費 33,329 16,500

寄付金 40,000 印刷製本費 41,534 20,760

通信運搬費 41,200 20,600

使用料及び賃借料 1,190 590

合 計 118,353 59,000 合 計 118,353 59,000

ポスター郵送用の三角筒

「子午の鐘」会場参加者用消毒薬品



第3回 『8.15 津・平和の鐘』開催当日の成果①

■8.15当日の各地域の参加状況（各施設に電話で確認）

※美杉の飯泉寺は台風で鐘楼が破損したため実施できなかったという報告を受けた

津市10地域での各参加者数

旧津地区 26か所 118名

河芸地区 2か所 17名

芸濃地区 9か所 176名

安濃地区 2か所 2名

美里地区 3か所 3名

久居地区 8か所 38名

子午の鐘 70名

香良洲地区 1か所 4名

一志地区 7か所 41名

白山地区 7か所 60名

美杉地区 2か所 10名

10地域合計67か所 総参加者数 539名
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第3回 『8.15 津・平和の鐘』開催当日の成果②

■「子午の鐘」では約70名の参加が確認された

お母さん
と子供3
人で参加

前葉市長のご挨拶
の後、12時から1
分間の黙とうが行
われ、それから参
加者70名によって
鐘が撞かれた白山か

ら来ら
れた方

おばあちゃ
んとお孫さ
んで参加

鐘を撞く前後の手の
消毒液を設置

三重テレビ
放送から取
材に来られ、
当日18時の
ニュースで
紹介された

久居幸町自
治会で「子
午の鐘」鐘
楼に設置さ
れた横断幕
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第3回 『8.15 津・平和の鐘』の反響
■事後に中日新聞、毎日新聞、三重タイムズの3社の新聞、当日18時の三重テレビのニュースで紹介された

★事業実施後に
一志町波瀬の浄明寺様から次年
度からの参加の申込みがあり、
京都の正覚寺様からはご賛同の
電話をいただいた。
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第3回 『8.15 津・平和の鐘』

2020年の開催は
コロナ禍の下
地域の皆様のご協力をいただいて
無事終了することができました

今後の課題は
平和教育の一環として

就学児童と若年層の参加を得るための
活動の展開を目指します

2021年は72施設のご参加となりました

これからも
どうぞよろしくお願い申し上げます
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