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会長 下田重道 幹事 奥村雅徳

第１５５６
１５５６回 例会 委員会報告 （２月１０日現在
１０日現在）
日現在）
【出席委員会】
出席委員会】
今日の
今日のロータリーソング

『 我等の
我等の生業 』
下田会長 挨拶

方今平城之地。
方今平城之地。四禽叶図。
四禽叶図。三山作鎮。
三山作鎮。亀筮並従。
筮並従。宜建都邑。
宜建都邑。
四禽とは、四神、地形が青龍（川）
・朱雀（池沼）
・白虎（大道）
・玄武（丘
陵）にふさわしい。三山は、御蓋山、平城山（ならやま）、宝来山古墳群。こ
の三山があれば土地鎮めになる。亀筮は、亀の甲羅を焼いて、占いをし、そ
れに従った。都邑とは、みやこのことです。
もう一度、今度は一緒に続けてお願いします。
（唱和）心意気が充分に伝わ
ってきました。天皇の命令ですから、すぐに工事にかからなければなりませ
ん。
２年後、新しい都が出来上がりますが、現在と同じで、政治的暗闘・権力
闘争は続きます。しかし、遣唐使等によりもたらされた、天平文化が花開き
ます。東大寺をはじめ多くのお寺も建築され、法律もでき、日本という国が
始まります。
子供さん、お孫さんにも、平城宮・平城京にお出かけの時は、南に向かっ
て、是非この詔を読んでみて下さい。ありがとうございました。
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林田（千）・山岸・前川・藤本・竹内・髙尾・島田
目標達成者ー林田（數）・下田・金・奥村・髙嶋・横山・林田（恒）・下村・山田・倉本
桑野・野尻・玉川

（本日18,000円 本年度累計481,000円）

【米山記念奨学会】
米山記念奨学会】（入会順・敬称略）
林田（千）・北・藤本・竹内・髙尾・玉川
目標達成者ー下田・金・奥村・横山・林田（恒）・下村・山田・倉本・桑野・高山

（本日14,000円 本年度累計558,000円）

【ニコニコ箱
ニコニコ箱】

本 日 の 合 計

本日迄の累計

前年度実績

31,000円

1,040,400円

1,001,000円

････順不同・敬称略）
････

三田村所長様より・・・お礼をニコニコ箱に。
下田・・・北幸夫様、卓話ありがとうございます。釣部さん、緑十字金賞おめでとうご
ざいました。
奥村・・・北幸夫様、本日は卓話ありがとうございます。
池田・・・ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽﾌｪﾛｰをいただきました。
前川・・・北様、卓話ありがとうございます。議会にて早退します。
藤本・・・釣部さん、緑十字金賞、受賞おめでとうございます。
髙嶋・・・北幸夫様、卓話ありがとうございます。
林田（恒）・・北さん、卓話ありがとうございます。
下村・・・釣部さん、緑十字金賞、受賞おめでとうございます。
ポールハリスﾌｪﾛｰ認定証を頂き、ありがとうございます。
竹内・・北様、卓話ありがとうございます。H22.2.2 ついに 2 人のじいじになりました。
髙尾・・・北幸夫様、卓話ありがとうございます。
桑野・・・北様、卓話ありがとうございます。
野尻・・・釣部会員、緑十字金賞、受賞おめでとうございます。
これからも奉仕を、お忘れなく。
島田・・・誕生日、お祝い有難うございます。
山本・・・北さん、卓話よろしくお願いします。

理事会報告 3 月プログラム

月曜日
例 会 日
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出席率％

【ロータリー財団特別寄付
ロータリー財団特別寄付】
財団特別寄付】（入会順・敬称略）

情報集会 結果発表
藤本情報委員長
明厳寺 住職 乙坂晃寿様 壊れゆく地域社会、家庭そして子ども達
職場訪問
ｹｱﾊｳｽ「花しょうぶ」
掛谷龍一様
自然再生ふくい行動ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
新会員 島田利男会員
『私の歩んできた道』
ハイチ地震義援金―１人1000円
出席免除会員の申請―藤本会員を承認
SAAよりー第３週に『ロータリーの綱領』の全員での唱和
ＧＳＥ協力金のお願い 4/14-4/19 敦賀ＲＣホスト
第3820地区 フィリピン LIPA SOUTHA(首都ﾏﾆﾗ南方)

県内クラブ
県内クラブ

ﾒｰｸｱ
ｯﾌﾟ

欠席届無

【ﾒｰｷｬｯﾌﾟ
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ】

みなさんこんにちは。
今日のお客様は、環境アドバイザーの北
幸夫様です。後ほど卓話よろしくお願い致
します。
いつも 私がしゃべるばかりですから、
今日はみなさんにも少し参加してもらお
うと、ちょっと変わった、記憶に残ること
を考えて来ました。
２月７日（日）の福井新聞に『新聞を読
んで』という記事がありました。読まれた方もいらっしゃると思いますが、
まだの人は是非読んで欲しいのですが、記事の最後のところに、
「今、私たち
が平城京跡に立って学ぶべきことは、１００年にも至らない短い時代に凝縮
された｢日本｣の原点ではなかろうか。
」とあって、奈良時代のことが、これ以
上まとめられないほど上手に書いてあります。
この地区は奈良も入っています。３０秒だけ当時の天皇になって頂いて、
平城京に都を移す詔を読んで頂こうと思います。後半部分だけですが。ちょ
うど２月ですし、『続日本紀』和銅元年２月１５日（７０８年）。７１０年の
２年前です。当時の天皇は元明天皇です。いいですか。私のあとから。

奥村幹事 報告

会員数

福井東 ＡＯＳＳＡ
敦賀西 ｻﾝﾋﾟ
ｻﾝﾋﾟｱ敦賀
Pm7:00 点鐘

火曜日
福井南 繊 協ビル８
ビル８F
勝 山 市 民 活 動 ｾﾝﾀｰ
武 生 武生商工会館
若 狭 小 浜商工会議所
福井 ﾌｪﾆｯｸ
ﾌｪﾆｯｸｽ
ｯｸ ｽ ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ
Pm6:30 点鐘

米山記念奨学会より
章政君へ２月分授与

島田会員より 2/26～3/28 まで福
井県立美術館にて【疾走する日本
車】が開催される案内
ｍｍ

水曜日

福井北
敦 賀
鯖江北
大 野
丸 岡

ホテルフジタフクイ
北陸銀行敦賀支店
鯖江Ｎ
江ＮＰＯ会
Ｏ会館
大野商工会議所会館
JA 花咲ふ
咲ふくい

木曜日

金曜日

福 井 ユアーズホテル
武生府中 JA 越前
越前たけふ
たけふ
福井水仙 神明神社
Pm6:30 点鐘

福井西 グラントリア
三 国 三国観光ホテル
三国観光ホテル
鯖 江 鯖江商工会館
あじさい リバージュアケボノ
リバージュアケボノ

2009－
2009－2010 年度 ｸﾗﾌﾞ
ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ

結 束 し 、 未 来 に 向 か お う ！

環 境 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

北 幸夫様

『地域活動について』
私は、
越前町で農業をしていますが、
旧朝日町糸生では、今だに泰澄信仰は
残っていますし、私たちがこちらの方
面に来た時には、称念寺さんには必ず
お参りさせていただいています。
まちづくりは心づくりである。
各地で作られている町づくりを、朝
日町でも立ち上げました。私たち 40
人程のグループで、10 年前より計画し、
昨年やっとこの様な本を出しました。
朝日町には、国の重要文化財である、
泰澄大師のお墓がありますので、平成
に入った時に、泰澄塾を立ち上げまし
た。
私が小さい時に両親が亡くなり、祖
母に育てられました。祖母が亡くなる
と、山の中でしたが、近所の方など、様々な方々の人情味厚い人々
の中で成人いたしましたので、人々に奉仕が出来る事を、喜べるよ
うな人生を送りたいと思っていました。そして、22 歳の時、西田中
で、書道塾を始め、約 13 年間続け、何時も 70 名前後の子供たちを
教えたり遊ばせたりしていました。青年団活動も始め、約 300～500
人の団員のお世話をしたりしました。その後の村づくり活動の原点
は、その頃一緒に学んだ人たちが基礎となっています。
先ず、40 歳の時、地方自治セミナーを立ち上げ、水の大切さや
自然環境の破壊を叫びました。しかし、最後にはいろいろな方が入
られて、会を維持することが出来なくなり、解散しました。
朝日町が 21 世紀に向けてビジョンを作ろうとの気運が高まり、40
人くらいで出発しました。私は自然に対して畏敬の念を持つという
ことが、人生のテーマでもあり、泰澄塾のテーマです。そして、町
づくりは心づくりだと思います。
会づくりにはシンボル的なもの、目指すものを持っていなければ
ならない。私は緑や水を大切にするものを目指しています。

《ロータリーの友 ポイント紹介》
》
金 雑誌・資料・IT 委員長

天王川美化運動を始める。
昭和 48 年より提唱し、今はそれだけのグル
ープがあり、今も続いています。呼びかけると
各地区の人たちが、その川沿いを掃除します。
約 20 年前に泰澄フォーラムを始めましたが、
ほとんど知られていませんでした。続けること
により、今は泰澄塾と幸若舞の里と呼ばれ知れ
渡っています。
越知山ウォークを毎年５月末に開催してい
ます。
開催に当たり、自分たちが何等かの形で参加
できるようにしようとしています。先ず、看板
屋さんが横断幕で皆に知らせ、私は米を用意し、
おにぎり作り。山好きな人が案内、料理屋さん
からは具材の提供してもらい、女性会員が泰澄
鍋を作る。病人が出たら医療関係の人の出番。
そして山頂での泰澄さんの話など出来ることを出し合い行事を作っ
ています。これらを【出し合い行事】と言っています。
良きリーダーに恵まれる。
良き指導者が身近にいられたことが、良かったと思います。グル
ープの中でも、外でもかまわないのです。
素晴らしい万能な人でなくても、明るく、責任感のある人が望まし
いですし、欲を言えば褒め上手な人が良いリーダーになっていくと
思います。

ロータリー財団
ロータリー財団 表彰
ポール・ハリス・フェロー認証状
下村晴夫会員
山田 栄会員（欠席）

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
１回目 池田伊三美会員

２回目 前川重雄会員

P.19 明日を担う若い人たちを支援するロータリーの奨学金
P.33 平和と紛争解決に向けて
平和は実現可能か
･･･紛争解決と平和達成で最も大きな障害となっているのは、
コミュニケーションの欠如、そして安全な水、食糧、基本
的教育、生命に必要な資源確保
･･･ロータリーが得意とする分野
P.37 戦争の恐ろしい忘れ物･･･地雷のことです。
P.② 近代史に見る 韓日関係と奉仕の理想。
P.⑫ 日本銀行・ＬＥＤ照明について。
P.⑯ 楽しい例会とはなにか。
P.⑰ 日本のエイズ問題を考えましょう。

歴史探訪

渡辺茂十郎顕彰碑

（丸岡町川上）

茂十郎は文久２年（1862）生まれ。当時、丸岡から竹田へは榎峠道 豊原線が最も利用されていた。
山竹田の渡辺茂十郎は、竹田川沿いに平坦な道をつけたいと計画し、こうして明治 30 年（1897）
事業費 3,500 円をもって着工した。茂十郎 36 歳のときである。
川の両岸には岩肌で絶壁となっている個所が多く、予想外の難工事であった。人夫集めに苦労
しながら工事を続け、寝食を忘れて奔走し、私財まで投げ出して、この道路一筋に心身を打ち込
み、５年の歳月を費やしてついに新道が開通した。川上地区の新道沿いには彼の顕彰碑が建って
います。
(事務局）〒910-0254
Tel（0776）67-0410／Fax（0776）67－4811
福井県坂井市丸岡町一本田 34-7 JA 花咲ふくい 丸岡支店２F
(例会場) JA 花咲ふくい 丸岡支店 ３F (例会日) 毎週水曜日 12 時 30 分 ( 会員数) ３６名

クラブ広報委員長 林田數一
会報委員長―玉川佳一 副委員長―桑野賢吾
委員―東角操・大久保政幸・西川政義

