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丸岡ロータリークラブ テーマ

令和２年 ３月 ９日（月）第 2012 回例会

新入会員卓話 竹吉 睦会員

『教師の仕事、昔と今』

次回の例会

令和２年 ３月１６日（月）第 2013 回例会

Ｄグループ卓話 青少年奉仕委員会担当

令和２年 ３月２３日（月）第 2014 回例会

職場訪問

⇒ 新型コロナウイルス感染症流行の為中止

＜例会予定は未定＞

令和２年 ３月３０日（月）第 2015 回例会

外部卓話 山田賢一様

福井県立大学理事長 『（未定）』

今後の例会予定

令和２年 ３月 ２日（月）第 2011 回例会

19：00 開会点鐘

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱

会長挨拶 東角 操 会長

祝 事 ３月 会員誕生日 結婚記念日

幹事報告

≪ガバナー事務所より≫

①2020-21 年度 地区研修・協議会の案内

②会員増強アクション会議 延期の案内

③20-21 年度 地区 財団資金推進委員会クラブ

訪問の案内

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 委員会の日 グループ毎

Ａ（プログラム・出席・規定審議・ニコニコ・

職業分類会員選考・ロータリー情報）

Ｂ（公共イメージ）

Ｃ（ソング・ﾛｰﾀﾘｰ基金・職業奉仕・国際奉仕）

Ｄ（社会奉仕・青少年奉仕・親睦活動）

20：00 閉会点鐘

本日の例会

福井 RC 木 12:00～12:30 4/2 ホテルフジタ１F

福井水仙 RC 木 18:00～18:30 3/26 福井パレスホテル

福井東 RC 月 12:00～12:30 3/23,30 アオッサ１Ｆ入口付近

福井西 RC 木 12:00～12:30 3/26 護国神社社務所

福井あじさいRC 金 12:00～12:30 4/10 リバージュアケボノ

ビジター受付のみ実施日 詳しくは https://rid2650-pub.com/

令和２年 ４月 ５日（日）
地区大会 国立京都国際会館にて １６名登録

令和２年 ４月１１日（土）
島原南ロータリークラブ 姉妹クラブ締結式

⇒ 新型コロナウイルス感染症流行の為延期

日時は未定

令和２年 ４月１２日（日）
次年度役員地区研修会 国立京都国際会館にて
★杉本会長はじめ 次年度の役員の方参加よろし
くお願いします。 ⇒出席要請メール済

福井県内下記ロータリークラブ

３／２～１５の例会は臨時休会

ビジター受付のみも中止

ビジターでお越しいただく際はご注意ください

福井 福井北 福井東 福井南 福井西

福井水仙 福井あじさい 武生 敦賀 敦賀西

大野 福井フェニックス 三国 勝山

＜お客様＞

小林ガバナー補佐代理 木村昌弘様



本日のお客様は後ほど卓話をお願いしています福井南ロータリークラブの櫻川幸夫様でござ

います。詳しくは後ほどご紹介させていただきます。

先週の例会は欠席して申し訳ございませんでした。持病の腸閉塞を東京で発症してしまい、一

週間程度入院しました。これからは持病に付き合い、食生活に気を付けていかねばと反省をしま

した。留守中は、皆様にはご心配おかけし、林田直前会長はじめ役員の皆さんにはお手伝いを頂

き、ありがとうございました。

本日は、第 164 回の福井県下ロータリークラブ会長幹事会を霞の郷で、丸岡ロータリークラブが主幹にて開催し

ました。役員の皆さん並びに親睦委員会の皆さんには準備そして運営をしていただきましてありがとうございまし

た。滞りなく終えることができました。県下１８クラブの会長幹事が一堂に会する機会に少しでも我が町丸岡に触

れていただきたく、丸岡城のこと、明智光秀のことも少しお話しました。ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」は、興

味深く視聴していますが、今日の櫻川様の卓話で、もう少し知識を豊富にし、中世の歴史を学びたいと思います。

我々地元にいながら明智光秀のことは称念寺に若いころにいたという話ぐらいしか聞き及んでいませんし、詳しく

調べる人もいないのが現状です。櫻川様のお話の内容を少しでも色々な人に伝えて、全国発信するお手伝いするの

も我々の役目かなと思いますので、今日の卓話はしっかり聞いていただき、その後それぞれで勉強をしていただき

たいと思います。本日はよろしくお願いいたします。

東角 操 会長挨拶 ２月１７日（月）

故郷、長良川の戦いに一族が敗れ、弘治２年（1556年）一路、光秀と妻熙子（ひろこ）一行

は、大野油坂峠を越え、昔ゆかりの土岐氏末流を頼みに丸岡長崎村へ逃れた。

称念寺門前で寺子屋をしつつも全国をまわり、時は永禄 5年（1562年）秋 9月 20日、加賀今

江の丘の三湖台（御幸塚）にて一揆衆 2千を相手に丸岡舟寄城守黒坂下のもと光秀は 50人の

鉄砲上手を指揮。一散させる戦功 1番の手柄。翌年 8月、一乗谷安養寺前にて一尺の的に 100発を命中させること

を披露。朝倉城主 5代目義景の面前で 700石を賜り、東大味住まいの家臣に加わった。一乗谷城下の入口に居住。

一乗谷の背後の山が弱いとみて、下味見赤谷（あかだん）に注目し剣を教えること 1年余り。永禄 8年には久しぶ

りに山代の温泉に、また連歌好きの光秀のほんの一握りの一家の幸せな頃。

外部卓話 ２月１７日（月）

『村の光秀（明智光秀について）』 櫻川 幸夫 様（福井南ＲＣ）

福井市成願寺町波著寺史跡を守る会資料委員・酒生地区歴史語り部

明智光秀と妻の熙子の物語を作詞作曲。その歌を生演奏していただいた♫

櫻川様は、福井大学の学生時代フォークソングクラブを学内に立ち上げ、

自費でレコードを出版したこともあるとの事。

「丸岡の歌を作ってほしい」と坂井市の友人から依頼を受け、制作された。

一乗谷に近いご自身の地元の歴史を研究する中で、光秀の越前での動向を

よくご存じだったこともあり光秀夫妻を歌のテーマにした。

（福井新聞 2/15 記事より）

歌詞の世界に引き込

まれるしっとりとし

た歌声に会員一同う

っとり聞惚れていま

した(^^♪



櫻川様直筆

歌詞

光秀にとって、越前に

いた１０年間は戦の少

ない、家族と過ごせた

幸せなときではなかっ

たか。。。。

福井県立歴史博物館所蔵『絵本 豊臣勲功記』

＜会員感想＞ 明智光秀公をモデルにした大河ドラマで、丸岡もその足跡から脚光を浴びていますが、その史実

に関して私はほとんど知識がありませんでした。櫻川講師の卓話は当時の風景が浮かぶような説明で、地名や人

名が覚えきれないほど出てきました。歴史上の人物を知るにはこんなにも広範囲でかつ深い知識が必要なのだと

感動しました。なぜ本能寺の変を起こしたのか、機会があれば是非お聞きしたいと思います。

（文責 上屋敷 貴紀）

朝倉軍の一員として加賀の一向一揆と戦い、武勲により朝倉方の武将と連歌の

宴を催すことになり、妻が自分の髪を打って費用を工面するという黒髪伝説が

生まれた。松尾芭蕉が奥の細道で詠んだ句を歌詞に取り入れている。



◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会

2月 17 日 累計 会費含む累計

ニコニコ箱 13,000 円 577,000 円 1,597,000 円

ロータリー財団 22,000 円 491,800 円

米山記念奨学会 14,000 円 409,000 円

◆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

2/17 ３４ ２６ ５ ２ １ 78.79%

【メーキャップ】 1/25 地区財団セミナー 川上 2/10分
2/20 福井北RC 金 1/6分

◆ニコニコ箱◆ 寄付者 １４名

東角会長 先週はお休みして申し訳ありませんでした。

本日 櫻川先生 よろしくお願いします。

竹内幹事 櫻川先生 本日の卓話よろしくお願いします。

会員の皆様 会長幹事会では大変お世話になり

ありがとうございました。

釣部 櫻川さん 本日はありがとうございます。

林田千之 櫻川さん今日は雨の中ありがとうございます。

楽しみにしています。

下田 櫻川さま 卓話ありがとうございます。

奥村 櫻川幸夫様 本日は卓話ありがとうございま

す。

林田恒正 櫻川さん 今日はありがとうございます。

水﨑 昼の会長幹事会御苦労様でした。明智ブームに

驚いています。

委員会報告 ２月１７日（月）

◆ロータリー財団◆ 寄付者 １２名
中島 南利明 釣部 林田千之 下田 林田恒正 東角
竹内 松井 川上 竹澤 南勝文

◆米山奨学会◆ 寄付者 １３名
中島 釣部 林田千之 林田數一 下田 林田恒正
東角 水﨑 竹内 松井 川上 竹澤 南勝文

松井 会長幹事会御苦労様でした。

前川徹 明智十兵衛がいつ丸岡に来るのか楽しみです。

川上 会長幹事会お疲れ様でした。気持ちよくタクトを振ってき

ました。

竹澤 櫻川様 本日の卓話よろしくお願いします。

南勝文 会長幹事会御苦労様でした。

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

（月）14時～18時（火～金）13 時～17 時

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com
公共イメージ委員会 理事－上屋敷貴紀 会報委員会 委員長－副委員長－上屋敷貴紀

委 員－八百山正栄 竹吉睦

第１６４回福井県下ロータリークラブ会長幹事会 丸岡ロータリークラブがホストクラブとなりました。

開催日時 2020 年 2 月 17 日（月）

会 議 15 時 00 分～17 時 00 分

開催場所 いきいきプラザ霞の郷温泉

会場準備、受付、駐車場誘導と、

お手伝いいただきました会員の皆

様ありがとうございました。

出席会員：林田千之 林田數一

下田 林田恒正 杉本 柿木

道木 上屋敷 川上 岩田

南勝文

県下ＲＣ会長幹事 １８クラブ ３６名

ガバナー補佐 ３名

丸岡ＲＣ会員 ７名

東角会長

点鍾

開会あいさつ

議事進行

林田ＳＡＡ

司会

川上ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

「君が代」

「奉仕の理想」

杉本会長ｴﾚｸﾄ

閉会挨拶


