
 
                                            

 
  

                                              
 
 
 

 
 
 

 
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

今日のロータリーソング                       

『 我等の生業 』 

 

 

前田会長 挨拶   （９／５） 
        

ロータリーの言葉【会員の資格条件】 
ロータリークラブは善良な成人であって

職業上良い世評を受けている者によって

構成されている。一般に認められた有益な

専門職務の持主、共同経営者、法人役員、

支配人、裁量権のある管理職、管理権のあ

る支店代表者等に実際に従事していなけ

ればならない。 

残念な報告があります。野尻幹事が一身上

の都合で退会することになりました。理事会では承認いただいて皆様に

は報告ということになりますが、クラブの柱となって頑張っていた方が

退会するのは辛いのですが、本人の意志も固く非常に残念です。 

先日県下会長幹事会が開催され、松原ガバナー補佐より当クラブの２

年前に立てたクラブの看板があり、丸岡クラブの広報が非常に良いと褒

められました。 

来週１２日はクラブ協議会で松原ガバナー補佐が出席いたします。翌

週の１９日はガバナー公式訪問です。当日の出席は各委員長さんはもと

より各委員の方も１００％出席をお願いしたい。 

クールビズは９月中となっていますが、ガバナー公式訪問時は正装に

てお願い致します。 

 

下田幹事 報告 
※ RIより 「毎年あなたも１００ドルを」 

※ IM三国のお知らせ １０月２０日（土）12：00～ 

   IM前に 会長会議・情報委員長会議 開催 

※ 新世代育成シンポジウム開催の案内 

   11/17（土）京都商工会議所にて  

   ﾃｰﾏ “若者の国際性を育む” 宮﨑幸雄氏  

※ ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ創立総会  

立命館宇治中学校・高校 

※ 活動報告書―敦賀RC  会報―敦賀RC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ，１４４３

今回例会   第 １ ４ ４ ３ 回  

平成１９年９月 １２日（水） 

クラブ協議会 ガバナー公式訪問に備えて 

  次回例会   第 １ ４ ４ ４ 回  

 平成１９年９月 １９日（水） 

橋本長平ガバナー公式訪問 

 

第１４４２回例会 委員会報告 （９月５日現在） 

【出席委員会】 

メーキャップ 

8/26三国RC-林田（千）・横山 9/4山中RC-林田（千）・横山 
ビジター受付 9/5 

 福井東RC－米由誠様・三国RC-西曻様・佐孝昌彦様 

 福井ﾌｪﾆｯｸｽRC-池田亘様・坪田平八郎様 鯖江北RC-進士敞保様 

 福井RC-菅原将高様 大阪RC-川田達男様 

 

【ロータリー財団特別寄付】（ABC順・敬称略）     
            （本日0円 本年度累計132,000円）  

【米山記念奨学会】（ABC順・敬称略） 
                        （本日0円本年度累計97,000円） 

 

【ニコニコ箱】･･･（ABC順・敬称略） 

前田･･･林田千之さん本日は卓話ありがとうございます。 

藤本･･･林田さん卓話ご苦労様です。 

林田（恒）･･林田さん、卓話ご苦労様です。 

倉本･･･「いねす」は初めてです。 

桑野･･･林田さん卓話ご苦労様です。 

下田･･･林田千之さん、卓話ご苦労様です。 

下村･･･林田千之さん、本日卓話ご苦労様です。 

山田･･･欠席ばかりですいません。お先に失礼します。 

横山･･･林田会員卓話ご苦労様です。 

 

ニコニコ箱 

 

 

退会挨拶―野尻昇会員一身上の都合により退会、在籍１１年 

幹事は下田重道会員となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出 席 欠席届有 欠席届無 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 出席率％

３６ 26 9 1 0 72.22 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前 年 度 と の 比 較

32,000円 340,000円 326,001円 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付のみ 

9/13（木） 福井 RC 

9/20（木） 福井 RC 

9/21（金） 三国 RC 



卓 話  『 百姓共騒立候一件見聞録 』 

        林田千之 （2007.9.5） 
1779 年 2 月 18 日  

午後 4 時 北横地村 袋地堂（布久漏神社） 
百姓ども何か願いがあって徒党を組んで丸岡へ

押し入るのではと物騒な様子    主謀者 寄

安・正（生）蓮花・為国・境村・布目村 

午後 8 時 福島村 組頭平木弥次右衛

門方へ押寄 

（五本村を通り長畝村へ 名主を助けて事務を

取り扱った者） 

2 月 19 日 

午前 8 時 高桑権右衛門・酒井清助・吉

川久右衛門の家へ一切手出しせず押し

入り飯をたべ女形谷へ 

 午前 9 時 女形谷 高桑甚兵衛へ 
(名主、郡代、代官の支配を受け、又は大庄屋の下で一村内の民政

を司った役人身分は姓、関東＝名主、関西＝庄屋） 

戸、障子、唐紙、全部折って天井、壁の所々を破り、家財、諸道具、衣類な

ど残らず損じ、切り破り、表の門扉、中門の戸板、座敷、違い棚、壁、張付け

欄間、障子、仏壇など残らず壊すなど少々傷ついた程度で家はそのまま建

っていた。  これより新江の端をとおり野中村へ 

午前 10 時 野中村 組頭 鰐淵三五右衛門（高向家）の居宅へ     

（野中村とは野中山王のこと）        
女形谷 高桑家と同じように柱６本でかろうじて本屋が建っている有様 

長屋門二ヶ所をつぶし、裏門も同じ（これらの様子から大きな屋敷であった事

がうかがえる） 又、土蔵を三つ壊し、膳、椀、折敷盆、皿、茶碗、鍋、釜、野

道具などまで一つも残らず破損させる。 この時、渡辺進士、山川唯右衛門 

女形谷から野中村へ向い三五右衛門居宅を壊して百姓どもへ向かい    

願いの事あるならば聞き届ける旨、問いかけても一言も相手になるものない。 

  

午後４時 野中村から君久山へ出て下久米田村を通り上金屋村

へ行き、組頭 土肥三五宅へ入り食事する。 
しかし、三五宅では全員居るところなく、過半の者は定重村へ行って飯を焚

かせる。 

定重村 組頭 吉田弥助宅へ 天井、障子、壁の所々損じ、畳は少々破り諸

道具も目についた品物傷め柱・縁板など別状なし。土蔵にも手出しなし。 

午後５時 再び福島村 平木弥次右衛門宅へ 
昨夜傷め残した居宅や諸道具をこわす。本屋、馬屋、土蔵二つ、出しておい

た諸道具、大川へ流す。又、長屋門、中門、炭小屋残らずつぶす。 

午後１０時 高柳村組頭 髙嶋勘兵衛宅へ押寄せて食事を乞う。

食後所々突き破る。 
高柳村 八十嶋九郎右衛門方へも押入り、此の家は酒商いをしているので酒

を出させる。 勘兵衛宅を壊した木類を所々で火を焚いて休息して未明まで

に追々立去り滝へ 

２月２０日 

午前２時 滝谷村組頭五十嵐三郎右衛門宅へ押しかけ家を破壊 
 五十嵐宅柱残らず切折、天井、縁板、畳、唐紙、障子１３本、板戸１０枚、表

口大戸２枚 野道具、鍋、釜、打ち破る。尚、座敷の畳は片付けて置いたので

助かる。 

＜特筆すべき事＞ 
五十嵐宅のうち御礼座へは手出しせず。百姓たちが言うには、難渋してい

るのは御上（藩）と百姓なので御上に対しては恨みはないので御札座へは

手出しはしないように指示した。 

（御札座＝藩札を取り扱う所、当時丸岡藩では藩札を発行していた） 
 

午前８時 平山村へ 平山村庄屋 熊谷重右衛門宅に押入る。 
当村だけが人足を出さないのは不届きと建物などを壊した。平山村でゆっく

り食事をして金津の方へ 金津から追分けのたむろしている これから丸岡

へ行くと風聞（うわさ）が色々ある。 

 （追分＝道の左右に分かれるところ。あわら市南稲越地籍 県道芦原・丸

岡線と旧北陸道の合流する三叉路） 
遠馬乗りにみせかけ金津街道へ行き様子を探る。所々に４～５０人程ずつ

たむろしている。安道村の知人に尋ねたところ、総人数４～５万もいるとの

風説だが、見たところ１万ぐらいと言った。 

 （安道村＝坂井町下関（安光） 金津街道＝丸岡、長屋、金津（県道 

 芦原丸岡線））   （遠馬乗り＝馬の調教、訓練のこと） 

御用人  高木主税 

町奉行  渡辺九郎右衛門 

騎馬 ３０人余 高提灯 両組棒を持つ（両組棒＝ 

 

 

 

 

 

金津口へ出て百姓ども留まるよう仰せつけられたが通報が遅れで出張らな

い内に町中へ入り込んだので、室町口御門外固める。 

鉄砲２０挺、玉箱３荷釣り台に載せ室町口御門の中に置く。併し飛び道具

は用いてはならないが、非常に備え、夫々用意するよう指示があった。 

 （釣り台＝四角い台の四隅を縄で釣って棒を渡し前後を

肩で担ぐ） 

神明口門、長畝口門、里丸岡口門 

旗本一番組諸士中 

 人手先芝原（現 平章校）にたむろして、御指図の場所

に向かわせるための浮勢として （浮勢＝予備の軍勢） 

１８日夜から主たる役員が集まって手配などについ

て相談する。 
又、２月２０日朝、金津より追分迄の間に、百姓集まる中に

浪人、或いは山伏等も混じって丸岡に入るとの種々の風

説が流れる。 

町屋の者色を失い、老人を肩にかけ幼い子供を連れて寺

院方へ逃げ隠れ、或いはいろいろな道具を運び東西へ走

り廻る様子は騒がしく前代未聞のことであった。 

２月２０日 午後４時前 金津街道 中ノ橋迄来るとの通報 
大手芝原にて有馬茂左衛門殿人数を揃えて室町口へ繰り出したが午後４時

（２０日昼七ツ時分）金津口より追々に入り込んだ。しかし、皆、棒や杖を持って

来たが長屋橋より丸岡までの間に残らず捨てて入り込み一様にただ「ひだるい、

ひだるい」と呼ばわり大声を上げて押入った。 

    （中ノ橋―県道芦原丸岡線と高椋用水の交差する橋、丸岡町一本田福  

所と宇田の地境） 

八幡屋前で百姓ども訴えることがあるならば聞こうと大声にて呼びかけても、誰

も相手にせず押通る。 

足軽は棒を組んで押し留めると、備えの厳重さに恐怖して先頭で通る一群の

者どもは、平伏してしばしためらう様子に見えたが、後の大勢の一群が押しか

け、ときの声を揚げて押し通る。神明口御門で押し留めようとするが新町から富

田町へ押しかける。 

富田町多葉粉屋藤右衛門居宅へ押し寄せ、斧、鋸（のこぎり）、かけやなどを

隣家より出させ、壁を壊し柱を切折して潰す。 

土蔵の柱、上道具なども切り落とす。（上道具＝建物の桁や梁など）大勢の百

姓どもなので町中に充満、町家に飯を炊かせる。町の者は握り飯に香の物な

ど添えてだし、酒屋は店の前へ酒を出して百姓の機嫌を取る。酒食に飽き町

中を徘徊して大声を揚げる。しかし、頭立つ者と思われるものは、一番に火の

用心を説き、又町家の店へ入って菓子などの商いものを押し取る者があると是

を制し、従わなければ殴って追い出す、酒食のほか猥らなことは堅く制したと

のこと。もともと右の様な不法を働く者は近郷の他領の百姓どもが多く見物のた

め混じっている。藤右衛門の宅を壊し終えて上で、それでは願いのことを申し

上げるので大手先へ寄せ集めようと言う者があったが、大手先は狭いので神

明境内へ集まった。 

願いのこと訴状にて持参したかと尋ねると、書付などは持参していないと申す

ので、それでは書いて出すように申し伝えると皆無筆とのこと、それでは此方

にて書くので口上にて申すよう伝える。 四人立会い百姓ども口上の内容を御

徒荒木太兵衛へしたためさせたのは下の通り。 
   願上げ奉り候覚え   

一、大庄屋役御免のこと。 

一、御納所御引越御取はしないこと。 

但 御才覚米金ともに十月御津出来 

出来迄は御引越御才覚お止めくだされたい。 

一、村庄屋弐人のところは壱人にされること。また廻り庄屋は１年 

  づつにされること。 

一、津出負米はとらないこと。 

一、昨年の御引越米金ともに当三月中に返済されること。 

右五ケ条のことを願い出たので、右の通り上々の傘紙に認め、その後に、右願

いの条々聞き届け相違なく申し付ける 
無筆＝字が書けない事 

大庄屋役御免＝大庄屋役の制度をやめること（庄屋役のみにする） 

御納所御引越御取＝年貢の先納 

御才覚米金＝領民などへの借米・借金 

津出負米＝江戸・大阪などへ米を廻送する際の失費・諸負担 

廻り庄屋＝順番に交替で勤める庄屋   

 郷方組頭達の居宅を傷めたことについて、理由があるのではと、郡方に

おいて組頭どもを取調べがあり、 その後三月二十一日左の通り仰せ付け

られた。  鰐淵三五衛門  土肥三五  高桑甚兵衛  平木弥次右衛門 

    吉田弥助 

 右五人は郷方組頭役中に不行届の行いがあったので苗字・御礼式御取

上げ隠居させ、他参の儀指し止められる。 

  高桑権右衛門  髙嶋勘兵衛  五十嵐三郎右衛門 

 右に同じで御礼式取上げ、城下徘徊指止め仰付けられる。 


