
 

 

  

平成２９年８月２１日 発行 

平成２９年８月２１日（月）第 1905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 王丽琴さん ８月分 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①17-18年度インターアクト・ローターアクト ク

ラブ分担金 納入願い 

  未提唱クラブ インターアクト分 20,000円 

         ローターアクト分 30,000円 

②「地域別 職業奉仕担当者懇談会」 

(福井グループ)開催の案内 

日時 9月 9日（土）13:00〜15:00 

場所 福井市地域交流プラザＡＯＳＳＡ 

≪他クラブより≫ 

  ①福井県下ロータリークラブ会長会議開催  
日時 10月 28日（土）11：00～ 
場所 ＡＯＳＳＡ 

委員会報告 

  ①地区行事出席報告  

   8/19 （土）社会奉仕委員長会議 

  ③例会出席報告 

  ④ニコニコ箱・ﾛｰﾀﾘｰ基金 本日の寄付報告 

19：30  ロータリーの友解説 

       ８月号 上屋敷貴紀雑誌広報 IT委員長 

20：00  閉会点鐘 

      

場所変更：のうねコミュニティセンター 

        

 

 

本日の例会  

平成２９年９月 ４日（月）第 1907回例会 
祝事・ロータリーの友（９月号）解説 

下田雑誌・広報・ＩＴ委員 

平成２９年９月１１日（月）第 1908回例会 
クラブアッセンブリー 

『ガバナー公式に向けて 

 木村ガバナー補佐をお迎えして』 

米山奨学金授与 (９月分) 王丽琴さん 

平成２９年８月２８日（月）第 1906回例会 
就職模擬面接会 

8：00 ～ 8：30 集 合 

   面接時の注意事項・会場準備 

9：00 ～ 11：45 模擬面接 

12：15 ～ 12：40 食 事（会議室にて） 

12：45 ～ 13：00 例 会（会議室にて） 

場所変更：福井県立坂井高等学校 

 

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 

福井あじさい RC 金 8/25 9/29 10/17 

福井 RC 木 8/24 9/14 

福井東 RC 月 8/28 

福井西 RC 金 8/25 9/8 

福井南 RC 火 8/22,29  9/12 

福井北 RC 金 9/15,27 

武生 RC 火 9/5,19 

武生府中 RC 木 8/24,31 9/7,28 

三国 RC 金 9/15 

 
ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 8/24 9/28 

 



 

日  時 内  容 

9/4（月） 
祝事  

ロータリーの友（９月号）解説 下田会員  

9/11（月） 

米山奨学生（王丽琴さん）奨学金授与 

クラブアッセンブリー 

『ガバナー公式訪問にむけて』 

木村ガバナー補佐をお迎えして 

9/18（月） 祝日の為 休会 

9/25（月） 

⇒ 

9/22（金） 

ガバナー公式訪問 

三国ＲＣ合同開催 

担当：三国ＲＣ 

金 定基 会長挨拶                              ８月７日（月） 

 暑い日が続いています。昨日は最高気温３７度、最低気温３０度と経験のない暑さでした。 

おまけに世界陸上観戦の寝不足も加わり、体調良好とはとても言えない状況です。 

台風５号は、こちらには大きい影響を及ぼさないようですが、嶺南や紀伊半島では避難勧告が出て

いるようで、大きい被害の出ないよう祈りたいと思います。 

まだまだ猛暑が続きます。体調管理には十分ご留意ください。 

 

 

 

 

第２回 理事会 議事録               ８月７日（月）  

【協議事項】    

①９月例会プログラムについて【東角クラブ管理運営理事】 

全会一致で承認 

②定款・細則について【東角クラブ管理運営理事】 

林田數一規定審議委員長より説明 

例会後、出席会員に６月１９日定款・細則について説明したが、

その後細則第１１条に改正点があるとその資料通り説明され、

会員より質問はなし。理事会においても説明。 

林田恒正理事より第１節～第８節について入れ替えするご意

見があり、第１節～第８節の変更を決議され、細則第１６条改

正に従って８月２３日までに会員に発送。９月４日の例会に於

いて了承をとることで、全会一致で承認。 

③４０周年実行委員長の承認について【金 会長】 

会長より東角会員を提案。全会一致で承認。 

【説明事項】    

①ＩＭの新聞広告について【林田千之幹事】 

林田恒正・東角・林田數一理事より、広告料の半分は、福井北

クラブが負担。残りの半分は、各クラブの会員数に応じて振り

分けるべきとの提案があり、福井北に報告すること。 

【報告事項】    

①2016-17年度決算ついて【杉本前年度幹事】 

報告を受けた 

②坂井高校甲子園出場の支援募金について【金 会長】 

本日の理事会に間に合わない為、事前に各理事に承認をいただ

き、特定資産より１０万円（坂井市にとっては、これほどの広

告はない。若者が、福井から関東、関西に出ていく中、生徒の

９０％以上が県内に就職する点にも着目し、激励をこめて）青

少年奉仕委員会より５万円寄付しました。 

９月プログラム 

【ガバナー公式訪問について】 

９月２２日（金） 三国観光ホテルにて 

例 会・ガバナーアドレス 

    １２:３０～１３:３０ 

会長・幹事・役員懇談会 

    １３:４０～１４:４０ 

 

③8.26坂井市仕事体験イベント 協賛について 

【道木社会奉仕委員長】 

ペットボトル２００本を協賛。 

ボトルにロータリーのシールを貼ること。 

 

クラブフォーラム                    ８月７日（月）  

 
先日の定款細則の改正につい

て、前回説明した内容に、一部

について、意見がありまして、

再度規定審議委員会で、検討し

ました。変更点について、もう

一度、皆さんにご説明します。 

その後、理事会に諮ります。 

 

細則の内容 

第１１条財務の内容が

一部変更になりました。

詳細は、今日配布した別

紙にて、ご覧ください。 

 
東角 

管理運営理事 

林田數一 

規定審議委員長 



  
会員卓話                       ８月７日（月）  

有馬晴信 

口之津を開き南蛮貿易を推進、日野江に神学校セミナリオ開設。自分も洗礼を受け熱心なクリスチャンになる 

領内の寺社を廃止し、焼く。南蛮貿易で富を築く、鉄砲、大砲の武器を手にするイエズス会（武器供与）、島津と

組んで龍蔵寺隆信を滅ぼすし，領土回復（1584）豊臣秀吉の九州平定に加わり、島津と敵対。 

天正 14（1586）関ケ原の戦いでは東軍に組するマードレ・デ・デウス事件（1609）最後は岡本大八事件に連座

して死罪に処される。 

有馬直純 

２７歳で 国姫と結婚 （前年に前夫人と離婚）国姫（日向御前）桑名藩主本多美濃守忠政（妻は家康の長男信

康の娘）の娘 一度嫁いだが離縁して駿府城に戻る 

有馬康純 

大きな社会変動なく延岡での太平な時代 

有馬永純 

糸魚川移封 原因は山陰（やまげ）事件 郡代梶田十郎左エ門の過酷な取り立て山陰村の農民 1500 人（国情遺

聞では 379 人）が隣地の高鍋藩秋月家に逃亡 藩の調停能力なし、百姓の申し立てを理解できない（高鍋藩を通

じて調停）、藩内の意見対立（大目付林田、出田、伊東が言上）  幕府が調停，裁可 

有馬清純 丸岡入府 

元禄 9 年 8 月（1696）入府を機に清純と改名 青信御霊社 東照宮 高岳寺 白道寺 台雲寺を丸岡へ移転 

財政難 大量解雇 

 元禄 10 年 諸士 33 人 元禄 12 年 足軽 75 人 同 13 年諸士など 22 人 計 諸士 242 人 その他 296 人 

 禄高の借り上げ 藩札の発行（大庄屋、商人から借入れ 組頭制度 野中山王組（11）、末政（11）、 

一本田（11）、上金谷（13）、長畝（11）、女形谷（8）、石塚（7）、瀧谷（11）、合波・大門（2）一準（かずの

り）6 歳で家督を引き継ぐ １５歳のとき譜代格に、帝冠間席を受ける 

《会員感想》 

  丸岡の歴史を考えるにあたり、本多家などの話を聞いているよりも、今回の卓話を聞かせて頂いて、わずか

８０年ぐらいの間に有馬家の動きにより大きな歴史の中で丸岡に携わる有馬家がどのように生き残ってきた

か。そして丸岡にやってきたか。よく理解できました。もっと調べてみたいという興味もわきました。歴史の

事では大きな事件などしか取り上げられていませんが、その中で丸岡に所縁のある人たちがどのように動いて

いたか。そしてどの様な人生を送ってきたのか非常に楽しい卓話でした。       （文責 笹埜 博） 

 

水﨑 亮博 

 会員 

『有馬家３代とキリシタン』 

丸岡城の歴史ついて本多家ではなく有馬家の事に関しての卓話を聞かせて頂きました。 

島原の乱と有馬家 

・キリシタンの反乱  かつての領民や家臣を的にしての戦い  

・幕府方１３万人   一揆勢３７,０００人を一人残らず殲滅した壮絶な戦い 

・島原が有馬の発祥の地であり原城があったあたりで在地領主をされていた 

・１５００年ころ 肥前国（長崎）の南部５郡を領有する戦国大名として発展 

 その後、龍造寺隆信の攻撃を受けて領地縮小の歴史がある 

・有馬家は３代続き７９年の間に３回領地が移る 

・丸岡では本多家の話はよく上がるが、有馬家の話は少ない 

この事からは有馬家というのは名前こそ有名ではないが、丸岡の歴史を語るうえで非常に

不可欠な存在だったのだと思え、有馬家への関心が深まっていきます。 

 



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３４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 
 

委員会報告                       ８月７日（月） 

杉本ロータリー財団委員長より  《地区行事参加報告》 

８月５日(土)  地区ロータリー財団セミナーに参加してきました。 

基調講演 『ポリオリオ撲滅に向けて』撲滅は、難しいが気長に取り組むべきである。 

地区の補助金について 

今年度は、６２クラブからの申請があり、６０クラブに交付の承認があった。丸岡 RC も一つで

ある。一人あたりのロータリー財団への寄付のクラブ順位表が提示されました。丸岡 RC 一人当

たり１５１＄。９７クラブ中８０番目です。今後もご協力お願致します。 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １３名 
林田千之 北 下田 金 林田恒正 倉本 

倉田 水﨑 柿木 杉本 道木 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １３名 
林田千之 北 下田 金 林田恒正 倉本 

倉田 水﨑 杉本 道木 笹埜 川上 竹澤 

 
◆ニコニコ箱◆      寄付者 １３名 
金会長  水﨑さん 卓話楽しみにしていました。 

宜しくお願い致します。 

林田幹事 山の神の誕生日を祝っていただきありがとう 

ございます。 

前川重雄 水﨑さん 卓話ご苦労様です。 

北    妻の誕生日を自祝して。 

     又、水﨑さん 卓話ありがとうございます。 

下田   誕生日を自祝して。 

     水﨑会員 卓話ご苦労様です。 

林田恒正 水﨑さん 卓話ありがとうございます。 

倉本   水﨑先生 本日は卓話御苦労様です。 

倉田   水﨑会員 卓話有難うございます。 

     お陰様で先日母の満中陰（忌明け）法要を営み
ました。通夜、葬儀など皆様に大変お世話にな
りました。有難うございました。 

     誕生日を自祝。 

水﨑   ７７歳になりました。それ程祝う事ではありま 

     んが、元気にロータリークラブに参加出来るこ
とを感謝しています。 

◆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 

8/7 ３４ ２２ ７ ２ ３ 85.30% 

【メーキャップ】 8/7～8/18 事務局受付分  
福井南RC 8/8  下田 柿木8/21分 前川徹 8/7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 

7/31 ３５ ２５ ４ ４ ２ 87.88% 

 

 

◆寄付金の状況 ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 8月 7日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 24,000円 115,000円 580,000円 

ロータリー財団 16,000円 84,000円 

米山記念奨学会 16,000円 85,000円 

 柿木 水﨑さん 卓話よろしくお願いします。 

   又、私用により早退させてください。 

道木 水﨑さん 卓話ごくろう様です。 

川上 水﨑様 本日はよろしくお願い致します。 

竹澤 水﨑先生 本日卓話ごくろう様です。 

 

８月度祝事 

会 員 誕 生 日 

8/3  水﨑会員 77 

8/24  下田会員 68 

8/26  山下会員 60 

8/26  三寺会員 50 

8/27  倉田会員 60 

会 員 夫 人 誕 生 日 

8/7  倉田会員夫人    ゆかり様 

8/18  金会員夫人     節子様 

8/20  釣部会員夫人    政代様 

8/21 林田千之会員夫人 美代子様

8/26 北会員夫人     直子様 


