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『常に心して、
　　歩いた後に
　　　平和の花を
　　 咲かせましょう』

Always Remember in Your Heart

To Nourish the Flowers of Peace 

on Your Passing

ビチヤイ・ラタクル
2002－03年度国際ロータリー会長
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本日の例会

第　　　回　例会

次の例会案内

第　　　回　例会
年　　月　　日（　）年　　月　　日（　）

－先週の例会（　　　　）報告－　　　　年  　月  　日（　）　開会点鐘

ロータリーソング

会長報告

卓話「白山と福井県のかかわりについて」�

　本クラブの各会員はクラブ例会に出席しなければならない。会
員は、本クラブの例会に出席したものとみなされるには、例会に
充当された時間の少なくとも60パーセントに出席するか、または、
次のような方法で欠席をメークアップしなければならない。
　本クラブの例会に定例の時の前14日または後14日以内に、他の
ロータリー・クラブまたは仮クラブの例会に充当された時間の少
なくとも60パーセントに出席すること。

㈰　ロータリー年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会
　出席率が少なくとも60パーセントに達していなければならない。
㈪　ロータリー年度の各半期間に開かれた所属クラブの例会総数のうち少
　なくともその30パーセントに出席しなければならない。
㈫　連続 4 回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、自動
　的に終結するものとする。

例会日
　/　

会員数
当　　日
出席者数 出席率Make up

出席報告

■  出席  ■

■  終結　　欠席  ■

例会変更受付のみクラブ名

水 平成  15 2 19 水

1231
平成  15  2
1230

第1229回 平成 15 2 5 水 12：30

「我等の生業」

  1   15

1226回
　例会

42 35 5 95.24％

委員会報告

創立25周年実行委員会　南委員長

25周年記念事業委員長の釣部幸雄君が
退会され、後任に林田千之記念誌委員
長に兼任をしていただくことになりま
したので宜しくお願いします。記念誌
の方は骨格もおおよそ出来ており、順
調に進んでいる様で兼任は大変かと思
いますが、ご無理をお願いすることに
なりました。宜しくお願い致します。

雑誌委員会　金委員長

 2 月号のタテ書き 4 頁、佐藤千寿ＲＩ
会長代理の「泥中の蓮」という記事が
あります。これをじっくりと時間をか
け、読んでいただきたいと思います。
「慈愛の種を播きましょう」という、
訳した根拠のひとつひとつが深い発想
の中から出ているんだと強く感じるも
のです。次に 9 頁から10頁にかけ「友
愛の広場」の会員からの投稿があり、
『例会を楽しくする工夫』『ドイツの
メークアップ』『交換学生との交流』
また16頁の卓話の泉で三井文庫館長の
記事は江戸時代の三井の日本的経営、
今でも充分通用する三井の企業展開は
実感込めてよくわかる文章です。

インターネット委員会　下田委員長

丸岡ＲＣのホームページ製作に興味を
持ち、手伝って頂ける会員さん、ご協
力お願いします。

1229号

12

立春も過ぎ、春の暖かさが待ち遠しいこ
の頃ですが、まだまだ寒さが厳しい様で
風邪などひかない様、気をつけていただ
きたいと思います。
今日の人生訓は「暗香不動月黄昏」です。
暗香とはほのかに香る梅香であり、梅の
香が馥郁（ふくいく）と香り、黄昏の空
には仄かな月彰が宿っている情景をうた
っています。香りが不動であるとはいっ
ても、ほんの一瞬の移ろいやすい姿であ
る。

みなさん、こんにちは。ただいま、ご紹介いただきました南です。私は、平成13

年 2 月から白山連峰合衆国という広域観光連合体の民間初の大統領ということで

ＪＴＢから出向というかたちで勤務をさせていただきました。合衆国という名前

ですから、大統領と呼ばれるだけで、平たく言えば観光連盟の専務理事みたいな

ものです。

白山連峰合衆国の建国は、平成元年 5 月27日です。時の竹下内閣が提唱した「ふ

るさと創生事業」の一環として、 1 町 5 村が原資を出し合い、設立されました。

合衆国の総人口は、約21,000人。その内の11,000人が鶴来町に住み、のこりの 5 

村に10,000人が住んでいます。石川県には 6 つの村がありますが、その内の 5 つ

にが白山麓地域にあります。残りのひとつは、能登の柳田村です。また 5 村のひ

とつ尾口村は石川県で一番ちいさな自治体で、人口は782名となっています。し

かし選挙対策として住民登録のみ残っている幽霊村民が多く、実在の人口はもっ

と少ないのが現状です。

大統領といいましても、行政権は各町村長にあり、小泉首相と同じで、国民の支

持だけが頼みの弱い立場でしたが、 2 年間の契約期間を国民のみなさんに大変よ

くしていただき、無事勤め上げることができました。そういうことで、 1 月末で

契約期間満了にともない、大統領職を離れました。あわせて35年間勤めた出向元

のＪＴＢも退職しました。 2 月は35年間の垢おとしと次への充電期間ということ

でゆっくりと思っておりましたが、県の委員委嘱の話や手取川ダムの利活用検討

委員などの話で、なかなかゆっくりできそうもありません。

 4 月からは、新たに立ち上げる株式会社地域総研で、白山をとりまく 4 県が連携

して、交流人口の増加と新観光産業の創設による白山麓地域の活性化を目指す環

白山 6 ヶ年プロジェクト「環白山ホワイトヘイリテイジ・ツーリズム構想」の推

進責任者として頑張るつもりです。福井県の皆さんとも手を携えていかなければ

なりませんので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

さて、白山と福井県のかかわりについては、何といっても越前国麻生津村で生ま

れたと言われる白山開山の祖、泰澄大師でしょう。能登島出身の臥行者、出羽の

浄定行者と共に、白山に入山し、九頭龍王、ついで十一面観音（御前峰）、聖観音

（別山）、阿弥陀如来（大汝峰）を拝し、717年養老元年に開山したと言われていま

す。719年まで千日修行を積み、弟子と共に下山されました。

白山信仰の道、禅定道は美濃、越前、加賀の 3 馬場がありますが、泰澄を生んだ

越前馬場の平泉寺は、その独自性と優越性を主張する強力な根拠と地盤を獲得し

ました。現在は、全国白山神社の総社、石川県鶴来町の白山比口羊神社が白山信

仰の中心のように言われていますが、これは明治の神仏分離期に、白山信仰の中

心地となるべく 3 馬場が運動を展開した結果、珍しく加賀馬場の働きかけが猛烈

であったことによります。また美濃のいとしろ、長滝白山神社も現在では、 3 馬

場のうちでもっとも多く、白山信仰や白山文化の遺産を有しています。機会があ

れば、白山文化博物館におでかけになることをおすすめいたします。

平安中期から力をもった平泉寺は、平安末期に比叡山延暦寺の末寺となり、その

後、加賀の白山本宮が別院になりました。美濃の長滝寺も時を同じくして末寺と

なっています。ただ加賀も美濃も、泰澄のような呪詛力を持った民間仏教徒が現

れなかったので、京都の中央仏教界では白山信仰は越前馬場、平泉寺におおきく

傾いていくことになりました。平安時代末期は、白山 7 社（本宮・中宮・金剣宮

・三宮・佐羅宮・別宮・岩本宮）のうち、中宮の発展が目覚ましく、本宮と勢力

が拮抗してきます。いわゆる白山 5 院（現在の地名の由来となった大聖寺を含め）

と那谷寺を含む 3 箇寺も中宮支配下にあり、佐羅宮の神輿をたてて京都の朝廷に

衆徒が強訴したのもこのころであり、それほど白山衆徒の勢力は強かったのです。

現在の白峰村の前身、風嵐・牛首はこの当時越前馬場に属していました。尾口村、

尾添は加賀馬場。この 2 地域が奥宮の整備改築をめぐって、そま取権争いを起こ

しました。争いの結果、越前の風嵐・牛首村が勝ち、尾添の人たちは現在の能登、

門前地内に逃げ延びました。尾添（現在の一里野地区）と門前地区の交流は、今

でも 7 月の白山まつりを通じて続いています。このときの味方同士であった平泉

寺と牛首・風嵐も、まもなく主役を争奪する争いを起こし、最終的には平泉寺が

勝ち残りました。その後、牛首・風嵐は天領になり、白山そのものは平泉寺に属

しました。その平泉寺も、明治の神仏分離政策により大きく衰退し、多くの仏像、

お堂が売り払われたり焼失したりしました。300年間名実共に白山の主宰者として

天下に鳴り響いた平泉寺は、江戸時代の終焉とともに開山堂のみを残して、地上

から消えていったのです。

現在の白峰村白峰の祖先は、勝山からの人たちだと言われています。また白峰村

桑島は、三國地域の人たちが移り住んだと言われています。こんなところにも、

白山麓と福井県のつながりが生きています。全国に2731の白山神社のうち、福井

には421社、岐阜には525社、石川156社となっています。越前禅定道は、長い間

荒れたままでしたが、昨年より福井県が整備に取り掛かっています。越前禅定道

は、 3 禅定道のうち一番距離が長く、最後は石川県の白峰村市ノ瀬からの登りに

なっています。石川県も本年度よりようやく環境省との連携で、越前禅定道の一

部、石川県側の白山禅定道と呼ばれている箇所の整備に取り掛かります。また新

たに、三ツ谷と杉峠の登山道も整備にかかります。北陸 3 県での、白山登山人口

は、福井県が一番多いんですよ。特に夏山シーズンは多く、福井県に足掛け 7 年

間、仕事の関係で住んでいた私にとって、あの独特の福井弁が聞かれ、なつかし

い思いに駆られます。

平成20年に白山比口羊神社は2100年例大祭を迎えます。この記念すべき行事に向

けて、一層連携を深めて行きたいものです。時間になりました。ご静聴どうもあ

りがとうございました。

ニコニコ箱

ロータリー財団特別寄付

米山奨学会特別寄付

　小見山会長、石橋幹事、東君、金君、中島君、下田君
　高嶋君、竹澤君

　

ロータリー財団ベネファクター積金

　小見山会長、石橋幹事、金君、下田君

　小見山会長、石橋幹事、藤本君、野尻君、下田君、高嶋君
　竹澤君、林田恒正君
　金君、澤田君

本日8件　　　　計17,000円
本年度累計　 　 339,000円

本日4件  　       計  9,000円
本年度累計　　  251,000円

本日0件　    　  計　　　0円
本年度累計　 　　 70,000円

本日の合計　　　　   19,000円
前回迄の合計　　1,216,000円
本日迄の累計　　1,235,000円
前年度との比較   1,411,000円

白山連峰合衆国大統領　南　修 氏

「物流について」

会員卓話　塚田会員

「ミャンマー小学校
　　　　落成式に参加して」

会員卓話　中島パスト会長

幹事報告［来信］

ガバナー事務所より…

　　＊2002－’03年度ロータリー財団
　　　奨学生帰国報告会資料
　　＊第2回合同地区委員会
　　　ダウンロードについて
　　＊ローターアクトノミニー事務所開設案内
ＮＰＯ法人 まるおか心身障害者自立援助センターより…

　　＊餅つき大会参加について
敦賀ＲＣより…＊認証状伝達式日時変更通知（3/21→5/3に！）
福井西ＲＣより…＊Ｇ・Ｓ・Ｅ協力金について
福井東ＲＣより…＊ビジターカード（中島会員）

白山連峰合衆国大統領

南　　修 氏


