
 

 

  

 

  

平成３０年 ４月 ９日（月）第 1933回例会 

19：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 第 2610地区＆第 2650地区 

 米山記念奨学会学友会共同事業 

第１回「みんなの交流会」のご案内 

≪他クラブ≫ 

① 会報 島原南 RC 

≪その他≫ 

① ふくい婚活カフェ 

ｲﾍﾞﾝﾄ等掲載団体の登録について 

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  ロータリーの友（４月号）解説 

 林田千之幹事 

20：00 閉会点鐘 

 

平成３０年４月９日発行 

本日の例会  

平成３０年 ４月２３日（月）第 1935回例会 
外部卓話 (株)アスピカ はくれん事業部 

     福井本部支配人 丹尾 宏司 様 

     『 事前相談のススメ 』 

平成３０年 ４月３０日（月）祝日の為 休会 

平成３０年 ５月 ７日（月）第 1936回例会 
外部卓話 「タニロッソ」 

トランぺッター 谷 浩和 様 

 

平成３０年 ４月１６日（月）第 1934回例会 
報告会 ３月３６日～地区補助金活用事業 

タイバンコクのスラム街自衛消防団 

研修招聘事業について 

  東角国際奉仕委員長 

 

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 4/12 6/28 

福井あじさい RC 金 4/13,27 6/29 

福井南 RC 火 4/10,24 5/15,22 

福井北 RC 水 4/18,25 

三国 RC 金 4/27  6/22,29 

武生府中 RC 木 4/19 5/24,31 

大野 RC 水 5/23,30 6/27 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 5/15 

福井水仙 RC 木 5/17 

 



 

  

先週は、プラティープさんご一行をお迎えして、東角委員長を始め国際奉仕委員会の

皆さん、ご苦労様でした。あの屈強な二人は、スラムの安全のためにきっと活躍してく

れるものと期待します。 

会長挨拶で何を話そうかとぼんやり思っていたところ、ふっと、刀根荘兵衛パスト

ガバナーのお顔が浮かびました。当クラブ創立３０周年記念式典での事です。 

当時は雪印や日本漢字検定などの問題が次々に報道され、職業倫理が声高に叫ばれて

いるときでした。式典の記念講演は、当時ガバナー補佐だった刀根荘兵衛さんで、演題 

は「職業奉仕の原点」でした。私が講師紹介を担当したのですが、その際、「職業奉仕とは自分の職業を通じて、

社会と人々の役に立つことだという、クリアカットなものだと思う。」というようなことを言いました。これは、

細かな言い回しは忘れましたが、佐藤千寿さんの「友」への寄稿文の中にあった言葉だと記憶しています。ただ、

言葉の出所を示しておけば違ったかも知れませんが、刀根さんは開口一番、「He profits most who serves best.以

外は、ロータリーの職業奉仕ではありません。」と言い切りました。ずいぶん強く限定的な言い方をするなと言う

印象を受けたことを覚えています。 

日本にはロータリーの概念が入ってくる何百年も前から、仏教や儒教などの宗教的考え方や自前の文化を基盤

に、固有の倫理観がすでに育っており、二宮尊徳や渋沢栄一など多くの先達の哲学がすでに浸透していました。例

を挙げれば、易経に「積善之家必有余慶、積不全之家必有余殃」 最澄大師は「道心の中に衣食あり」 日蓮上人

は「人にものを施せば、我が身の助けになる。例えば、人のために火を灯せば、我が前明らかになるが如し。」 道

元禅師は「愚人思わくは利他を先にすれば、自らは利省かれぬべしと、しかに非ざるなり」 ことわざにも「情け

は人のためならず、巡り巡っておのがためなり」 仏教にも「自他不二」など言葉を変えて、様々に表されて来て

いますが、その精神は同じものだと思います。その土壌に、ロータリーの概念が日本的に咀嚼されながら、喜んで

取り込まれてきたのだと思います。同じように、世界でもその国固有の歴史からはぐくまれてきた文化の中に、馴

染ながら浸透してきたわけでしょうし、これからもそうあるべきだと考えています。唯一絶対の神を信ずるがごと

く、寸分の狂いもなく受け入れるべきで、それ以外は認めないというものではないと思いますが、皆さんはいかが

でしょう。 

 

金 定基 会長挨拶                            ４月２日（月） 

外部卓話                      ４月２日（月）  

『ＫＡＩＺＥＮ』  

丸岡城天守を国宝にする市民の会 理事長 大濃孝尚 様 

今回のテーマ「KAIZEN」とは？  ウィキペディアによると 

1 誤りや欠陥を是正し、より良い状況にする事、行為。 

2 日本の製造業で生まれた工場の作業者が中心となって行う活動・戦略の事

であり、海外でも通用する言葉であります。本来の意味と区分する為にカイ

ゼン・kaizen とも表記されている。 

今回「丸岡城天守を国宝にする市民の会」理事長の任命を受け、国宝化に向け

学術的な事は専門家に任せ、我々が出来る丸岡城のあるべき姿について理事

長の職務はどういうものか考えてみました。 

１つ目は丸岡城のファンを多く作る。 

２つ目は丸岡城に来てみたいという環境を作る。 

３つ目は子や孫の世代・地域の方々が丸岡はいいね！と言う故郷（ふるさと）にする。 

という３項目を目標に掲げ、まず取り組むことにしました。これも、カイゼンの「誤りや欠陥を是正し、より良い

状況にする事に該当します。そこで今回のテーマを「ＫＡＩＺＥＮ」としました。 

「丸岡城天守を国宝にする市民の会」が一般社団法人化され昨年 6 月 3 日に正式に登録され、理事長に就任しま

した。自分が理事長として丸岡城の国宝化に向けて「やりたい事」は以下の通りです。 



  ●周辺整備・見える化を図る。●毎年 1 か所整備していく。●例えば「お堀を作る。」。●今年・穴を掘る。●2 年

目・穴を石垣で囲む。●3 年目・導水路を作る。●4 年目・水を貯める。●毎年の事業に対し、寄付・補助金はも

ちろんだが全国からのクラウドファンディングで賛同者を募る。●お城の風景を台無しにする伸びた松の木・タブ

ノキを剪定する。●丸岡インターを丸岡城インターにする。●お店に依頼して戦国料理を作ってもらう。（例）殿様

御膳・姫様御膳・老中御膳・足軽御膳・町人御膳など、丸岡にしかないお土産（特産品）を作り出す。●お殿様の

衣装・お姫様の衣装・武士の衣装・足軽の衣装でイベントに参加する。また貸出で記念撮影をする。 

そして最も重要な「地域の意識向上」  

・丸岡祭りなどの陣幕掲揚、提灯掲揚 

・会員数を 5 万石にちなんで 5 万人に増やす。 

（各地区の総会に出向き、 

ファンになって頂く様にＰＲ活動する。） 

・国宝化に向けた陳情者数記帳者 20 万人を目指す。 

・丸岡城の歌（おじゃれ節）のコンクールを行う。・各地区に「荒田太吉物語」を見てもらう。・外堀で親子釣り

大会を行う。・外堀で「舟遊び」を開催。・外堀で「川床」催し（料理・かき氷など）を行う。 

⇒今は丸岡各地区の総会に出向きファンになって頂く様にＰＲ活動をする。以上の段階です。 

ご承知の通り、丸岡城は現存する日本の 12 城の中の 1 つです。それは、石川県、富山県、新潟県にもありませ

ん。福井県の坂井市の丸岡にある「丸岡城」だけがお城として国宝になる可能性が有ります。 

子や孫に、父ちゃん・じいちゃんが頑張って色々な行動を起し丸岡城周辺が素晴らしくなったね！と言われたい。 

お金のあまりかからない、自分たちで出来る取り組みもあります。お城の周りの５Ｓです。整理整頓された丸岡城

周辺。街並みがすっきりしている。清潔・清掃です。お城の周りは綺麗でいいところやね！ごみも落ちてないし。

と観光客に言って欲しい。躾です。「挨拶は大きな声で自分から！」観光客に気持ち良い、おもてなしをしたい。観

光客だけでなく挨拶は地域のコミュニケーションとなります。理事長としてはこのような考えで、これから取り組

んでいきたいと思っています。 

３月３０日に新しく出来た「丸岡城周辺まちづくりビジョン」について簡単にご説明させていただきます。 

＜＜このビジョンは＞＞、私たちが、これから丸岡城周辺のまちづくりを進めていくにあたり、 

① このエリアをこうしていきたいんだ、と言う「意思表明」となるもの。 

② 今後何かうまく行かない事が出てきた時に立ち戻る「よりどころ」になるもの。 

③ このビジョンを基に住民同士が議論をしていく「場作りのきっかけ」という役割になるように作った。 

＜＜その為に、次の構成にした。＞＞ 

① ５０年後の丸岡城周辺を想像し、多くの人達と共有して実現したい未来を描いた。 

② 未来の実現のために、１０年間で目指して行きたい方向性をまちづくりの理念と基本方針をまとめた。 

③ まちづくりの基本方針に基づいて、今後 5 年間で私達が重点的に着手したい具体的取り組みを、施策と言

う形でまとめた。この施策には坂井市への提案も含まれている。 

＜＜50 年後の丸岡城周辺＞＞ 

５０年後の丸岡城周辺は、「お天守がまちのコア」としてシンボルになっている姿を想像した。具体的には、お

天守が美しく感じる景観、お堀や門の一部復元、内堀 5 角形が浮かび上がる景観。そして、観光が基盤産業のひ

とつとなっている様子、住民が丸岡城を誇りに思い、楽しみ、豊かな暮らしが実現している様子。 

＜＜まちづくりの理念と基本方針＞＞ 

以上のような思いで取り組んでまいりたいと思いますので今後とも、皆様のご協力をお願いいたします。 

＜会員感想＞ 丸岡城は市民の宝です。丸岡城天守を国宝にする市民の会は、国宝化運動を通して丸岡城の価値を

高め、その魅力を多くの皆さまに伝えていくこと、丸岡城周辺のまちづくりを推進し、丸岡城および魅力ある丸岡

地区を次世代につないでいくことを目指して取り組んでいます。「丸岡城が大好き！」「丸岡城の魅力をもっと多く

の人に伝えたい！」 「丸岡城周辺のまちづくりで取り組みたいことがある！」という大濃理事長の思いが伝わっ

てきました。色々な構想を聞かせて頂き、是非とも実現して頂きたいものです。   （文責 竹内 伸一） 

 



 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３３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  

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

委員会報告                     ４月２日（月）  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 4 月 2 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 19,000円 673,000円 1,658,000円 

ロータリー財団 23,000円 513,100円 

米山記念奨学会 17,000円 383,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １４名 

金会長  大濃様 ようこそお越しくださいました。卓話

宜しくお願いします。 

林田千之 前回は鬼のかく乱で、お休みしてすみません。

大濃さん 卓話ありがとうございます。 

中島   妻の誕生日・結婚記念日を自祝して。  

南    誕生日を自祝して。 

釣部   大濃さん 今日はご苦労様です。 

北    大濃様 卓話ありがとうございます。また、結

婚記念日を自祝して。 

下田   大濃孝尚様 卓話ありがとうございます。 

林田恒正 大濃さん 卓話ありがとうございます。 

妻の誕生日を自祝して！ 

山下   大濃さん「丸岡城周辺賑わいのまちづくりビジ

ョン」の策定ご苦労様でした。本日は卓話よろ

しくお願いします。 

倉本   暖かくなり、桜も満開となりましたね。 

水﨑   わが集落（堀水）の神社の薄墨桜が見事な花を

つけました。継体天皇が植えた岐阜県根尾村か

ら株分けしたもらってきた桜です。 

 

◆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 

4/2 ３２ ２４ ５ １ ２ 80.00% 

【メーキャップ】 4/2～4/6 事務局受付分 

  なし 

 

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 

3/26 ３２ ２３ ２ ５ ２ 83.33% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １３名 
中島 南  釣部 林田千之 下田 金  林田恒正 

山下 倉本 杉本 竹内   松井 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １２名 
中島 釣部 林田千之 下田 金  林田恒正 

山下 倉本 杉本 竹内   松井 竹澤 

 

三寺 昨年のお見合い事業に参加した我社の社員の結婚が決まりま 

した。感謝致します。子供もできるみたいです。 

松井 大濃様 外部卓話お願いします。 

竹澤 大濃様 本日の卓話よろしくお願いします。 

誕生日を自祝して。  

 

４月度祝事 

 

結 婚 記 念 日 

4/3  林田數一会員 

4/5  道木会員    

4/8  北 会員  

4/20   中島会員 

4/25   東角会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

4/2   中島 会員夫人   栄子様 

4/5   林田恒正 会員夫人 喜代美様 

4/10  林田數一 会員夫人 千恵美様 

4/27  青池 会員夫人   美津紀様 

会 員 誕 生 日 

4/16 竹澤会員  51 

4/17 西出会員  39 

4/25  上屋敷会員 37 

4/28 南会員   81 

   


