
 

 

  

 

  

平成２９年１０月２３日発行 

平成２９年１０月２３日（月）第 1912回例会 

19：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」 斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

米山奨学金授与 (１０月分) 王丽琴さん 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①トロント国際大会説明会（11/11）案内 

≪その他≫ 

①古城まつり 協力御礼 

②國神神社 秋季例祭御礼 

委員会報告 

  ①例会出席報告 

②ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  タイ・スタディツアー報告会 

丸岡高校生 

参加会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成２９年１１月 ６日（月）第 1914回例会 
祝事・米山奨学生卓話    王丽琴さん 

米山奨学金授与 (１１月分) 王丽琴さん 

平成２９年１１月１３日（月）第 1915回例会 
ロータリーの友（１１月号）解説 

前川 徹 雑誌・広報・ＩＴ委員 

平成２９年１１月２０日（月）第 1916回例会 
三国ＲＣ 合同例会  小松屋にて 

18：00 例会点鐘 

 

平成２９年１０月３０日（月）⇒ ２８日（土） 
第 1913回例会 

ＩＭ 第５組 アオッサにて ホスト：福井北ＲＣ 

   13:00開会式 17:00閉会式 

懇親会 ユアーズホテルフクイにて 

 17:30～18:45 

  １０月３０日（月）はお休みです 

 

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル8F大ホール

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

勝　山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武　生・武生商工会館
若　狭・ホテルせくみ屋

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日

今後の予定  

次回の例会  

ビジター受付のみ 12：00～12：30 

福井 RC 木 11/9 12/21 

福井西 RC 金 10/27 11/24 12/22 

福井東 RC 月 10/30 

福井南 RC 火 10/24 11/28 

福井あじさい RC 金 12/22 

三国 RC 金 10/27 

武生 RC 火 10/31 11/28 

武生府中 RC 木 11/2,16 

若狭 RC 火 10/24,31 11/28 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 10/26 11/30 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 12/19 

 



山中温泉 河鹿荘ロイヤルホテルにて山中ロータリークラブ主催合同例会がありました。 

  

山中ＲＣとの合同例会                        １０月１７日（火） 

山中ＲＣ 辻 等 会長ご挨拶 

みなさんこんばんは、今日は恒例の丸岡ＲＣとの合同例会です。丸岡の皆様には、

本当に遠い所をそして多くの方に参加くださいまして、ありがとうございます。お昼

はゴルフコンペでした。最近、天気が変わりやすく心配していたのですが、本日は素

晴らしいお天気で、楽しく過ごせました。 

今日の卓話は、『山中節』ですが、山中温泉とは密接なつながりのある大変大切な、芸 

でございます。今日は、芸妓さんの総元締めでありますぼたんさんにお越しいただき

まして、中々聞けない山中節をいろいろな観点からお話頂きたいと思います。また、後ほど、懇親会では、山

中の芸妓さんをお呼びしています。十分、山中の雰囲気を丸岡の皆様には堪能していただけたらと思っており

ます。 

さて、先日、１３日～１５日友好クラブであります韓国の「清道ＲＣ」との友好調印に、国際奉仕委員長の

石川さん、井筒さん、中林さん、私と、それぞれ夫婦で、いって参りました。韓国の経済成長は、素晴らしい

です。カキ祭りをやっていました。夜は、国会議員も交えて大変な歓迎会を催していただけました。３年おき

の交流を５年おきにしようというお話がでて、協定してきました。 

今日は、楽しい一晩になればと思っております。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

山中ＲＣ辻会長の開会点鐘の後、 

「君が代」「四つのテスト」斉唱 

丸岡ＲＣ 山下 健治 直前会長ご挨拶 （金 会長欠席の為、代理） 

本日は山中ロータリーの皆さんには大変お世話になります。 

さて、来年平成３０年は明治元年から数えて１５０年を迎えるとのことで、１５０

年前までは丸岡は有馬の殿様の城下であったわけですが、ここ山中ではその以前か

ら、「一夜会えても二夜と会えぬ旅のお方は罪深い」とか「恋の山中浮気な粟津中の

那谷寺気をもみじ」のような艶っぽい山中節が歌われており、武士中心の丸岡の無骨

な街とは違った文化が発展していたものと思われます。今日はこの山中節の解説があ 

るということで大変楽しみですが、このように違った文化が育っていた隣町で、昔は大変険しい大内峠があり

大変な道のりでしたが、今はトンネルもでき２０分程度で行き来ができるようになり、このように毎年交流が

できることが大変うれしく思っています。 

今日は朝から大変良い天気に恵まれゴルフでも知らないコースをいろいろ教えて頂き、また夜はこの後の懇

親会でもお世話になりますが、何卒よろしくお願い致します。 

 

 

 

幹事報告 

山中ＲＣ 

 新家尚子 幹事 

丸岡ＲＣ 

 林田千之 幹事 



  外部卓話                     １０月１７日（火）  

『芸妓ぼたん姐さんの山中節教室』          松風 千鶴子様 

 

山中節の由来について 

昔、山中温泉のお客様の大半は、付近の船頭さんたちで、古い歌に「山が赤なる木の

葉が落ちるやがて船頭衆がござるやら」にもある通り、春から秋にかけて北海道付近に

出稼ぎしていた船頭さん達が冬が近づくと家に帰り１年の苦労を癒すためこの山中に

来てゆっくり湯治をしたのです。 

 この人達は、山中に来れば少なくとも１週間、長い人は、１ヶ月も滞在して、湯に入

り体を休めるのが何よりの楽しみだったのです。そこでのんびりした気持ちで出稼ぎ中

に習いおぼえた松前追分をお湯の中でうたい、それを外で聞いていた浴衣娘達が聞き惚 

れて山中訛で真似をしたため何時とはなしにこうした唄となり、昔は「湯ざや節」とも言ったそうで、古く元禄の

頃よりうたっていたものだそうです。 

 こうしてお湯の中から生まれた山中節こそは生粋の温泉民謡なのであります。 

 

私は、生まれが芦原でございます。今日は、坂井市よりお越しと聞いて、大変

うれしく思っております。山中に参りまして、５８年です。山中は、温かいも

のを感じています。住みやすい街です。今日は、山中節教室ということで、参

りました。よろしくお願い致します。 

 

ぼたん姐さんに続き、皆で、 

山中節に挑戦!(^^)! 

♪ハァ～ア～アア～♪の節が 

難しいです。 

 

山中ＲＣ 

長谷川 清 副会長より 

謝辞 

懇 親 会                    １０月１７日（火）  

山中ＲＣ辻会長のご挨拶に続き丸岡ＲＣ山下直前会長の 

発声にて乾杯♪ 

山中芸妓連さまによる、～御祝儀の舞～ 

    



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３５名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日 19時 00分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 委員長―下村晴夫 会報委員会 委員長―瀬野友伸 副委員長―笹埜 博 

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

恒例の「手に手つないで」大きな輪になりました(^○^) 

 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

10/17 ３５ ２２ １２ ０ １ 64.71% 

【メーキャップ】 10/16～10/20 事務局受付分  
  10/19 福井RC 林田數10/17分 柿木 上屋敷 10/23分 
  10/20 福井あじさいRC 柿木 10/28分 

例会日 会員数 出 席 
ﾒｰｷｬｯ

ﾌﾟ 
欠席者 

出席免除者 

欠席 
修正出席率 

10/2 ３５ ２６ ０ ７ ２ 78.79% 

 

 

◆寄付金の状況 本日は受付なし 

 先週まで累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 294,000 円 754,000円 

ロータリー財団 175,100 円 

米山記念奨学会 160,000円 

 

委員会報告                    １０月１７日（火） 

楽しく、山中ＲＣ

との友好を深め 

美味しいお食事

と 共 に (*^_^*) 

 

 

  

ゴルフコンペの表彰 

ゴルフコンペ 

団体戦では、丸岡ＲＣが 

負けたので、山中ＲＣ会長

へ、景品進呈です 

丸岡ＲＣ 

林田千之会長エレクトに

よる一本締め 

山中ＲＣ 

西 俊夫会長エレクト 

閉会の挨拶 


