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「地区ロータリー財団について知ろう！」
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今後の予定
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令和２年１２月２１日（月）第 2029 回例会

三寺 康信 幹事

幹事報告

外部卓話 「称念寺と明智光秀」

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
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称念寺

ご住職 高尾 察誠 様

令和２年１２月２８日（月）年末の為

委員会の日
「各委員会の今後の活動方針発表」
瀬野 職業奉仕委員長
海道 社会奉仕委員長
西出 国際奉仕委員長
竹吉 青少年奉仕委員長

休会

連絡の徹底お願いします
①欠席は理由を添えて
②オンラインでの例会参加希望

例会開催月曜日１５時までに
事務局へご連絡ください。

閉会点鐘

幹事報告
＜ガバナー事務所より＞
①今年度の RYLA（ライラ）
（ロータリー青少年指導者養成プログラム）中止
②第 2650 地区 グローバル補助金奨学生候補者の
支援 RC 募集（2021-22 年度留学予定者）
③第 2650 地区 2023－24 年度ガバナー候補者 公示
中野 博美（なかのひろみ）氏（京都 RC）
公示期間 2020 年 12 月 7 日～20 日（日）
④第 7 回理事会（12/7 17：30～開催）報告

ビジター受付のみ実施日
福井東 RC

月 12:00～12:30

詳しくは
12/21

⇒

https://rid2650-pub.com/

なしに変更

アオッサ１Ｆ入口付近

杉本 政昭 会長挨拶

１１月３０日（月）

皆さんこんにちは。連日コロナ関連のニュースばっかりとなっております。何と
かこれ以上感染拡大せずに、予定通り例会を開催していければと願うばかりです。
会報で先日が松原ガバナーからいただいた資料のロータリアンに知っておいて
欲しい「例会のこと」の中から、
「日本のロータリーソング」について内容をご紹
介致します。
ロータリーソング色々ある中で、「それでこそロータリー」が３番まであり、２
番３番もなかなか良い歌詞です。と書いてあまして、調べてみました。
かねがね、一番の歌詞にはちょっと疑問を抱いておりまして、先輩方を見つけた
時に「おい」と呼ぶのは勇気がいるな、ちょっと無理があるなと思ってたんですが、
二番三番はそういう点では無理がなくてロータリーらしい歌詞でございました。
ここでは紹介できないのですが一度調べてみてください。
また「四つのテスト」ですが、この曲はメロディが二つありまして多くのクラブが歌っているものと、藤山一郎
氏(東京西ＲＣ)作曲のものがあると書いてあります。当クラブは藤山一郎氏作曲の「四つのテスト」を歌ってるの
ですが、ただ、いつも使っているＣＤにも作曲者名が書かれておらず、ネットで藤山一郎氏が作曲した「四つのテ
スト」で検索しても情報が一切出てきませんでした。そうなると、何とかしたいなという思いが強くなりまして、
色々調べてみました。その経緯が本日の会報に記載しておりますので、読み上げさせていただきます。
これで、藤山一郎氏のお嬢様からお墨付きをいただいたようなもので、尚更この歌が好きになって今まで以上に
大きな声で歌えると思います。また、楽譜もありますので、ピアノやキーボードの演奏での合唱もできますし、そ
ういう場面での利用もできるのかなと思っております。
本日卓話、北会員どうぞよろしくお願いします。

ご挨拶

１１月３０日（月）
福井県立丸岡高等学校 校長 島田先生 サッカー部部長 高倉先生
全国高等学校サッカー選手権大会に３年連続 31 回目の出場が叶いました。福井県予選
の決勝では、後半 15 分までは逆転されており、どうなるかなと思いましたが、同点にな
った時には監督が日頃見ないようなガッツポーズを取りました。最後は粘り強く逆転し
ました。今年はコロナで非常に暗いニュースばかりでしたが、明るいニュースを皆さん
にお届けできたのではないかと思っています。
丸岡ロータリー様の色々な温かいご支援の賜と心よりお礼申し上げます。
今年のチームは、ひと味もふた味も違います。
１つ目の違いは、キャプテンや、チームの主力選手は多くがこの地元の丸岡出身の生
徒です。これが県外の強豪チームとは大きく違います。地元の選手が活躍できるように
なった理由は、地域の小中学校の子どもと高校生が一緒に週に 1 回練習を重ねてきたか
らです。現在の 3 年生も、今年卒業した先輩やまたその上の先輩たちが中学校を訪れ、
一緒に練習をして、お互いに本気で試合をしていました。その中で、丸岡高校に行って
頑張るぞといった選手たちが、多かったということです。地域で育った子がそして全国
大会へとつながっていくようなサイクルができるのではないかと思います。

２つ目は、北信越のチャンピオンチームです。プリンスリーグ
にて星稜高校や富山第一校、帝京長岡という全国トップのチー
ムの学校を倒し、さらにプロチーム下部組織のクラブチームを
倒した上で、北信越のチャンピオンとしては県で初めて出場す
るということになりました。
１回戦は、１２月３１日熊本代表のルーテル学園です。今年の
チームは、昨年のベスト１６を超えて勝ち進む実力があります。
我々も期待しています。応援よろしくお願いします。
丸岡ロータリークラブ様にはサッカーだけではなく、全日制、定時制ともに多くの教育活動にご協力いただきあ
りがとうございました。今後も、どうぞ宜しくお願い致します。

会員卓話

１１月３０日（月）
『詩吟について』

北

勇一 会員

◆詩吟を始めた理由
平成 6 年からこの詩吟を習い始めました。詩吟は、声を出すのに、結構肺活量がい
ります。長く息を吐いたりしなければいけないので、腹式呼吸が必要で、鍛錬になり、
それが身体の健康に良いかなと思ったからです。
◆詩吟の歴史
詩吟は、学問や精神教養のために始められたものです。江戸時代の中期の 1700 年代
に漢詩に節をつけて、吟詠され、口伝によって全国に広められました。流派は 100 以
上あると言われますが、大体よく似ています。中国から漢詩が伝わり、日本でも戦国
の武将は漢詩を読んだり作ったりすることが教養の一部として勧めれられました。
江戸時代後期、一部の私塾や藩校において漢詩を素読する際に独特の節を付すことが行われたのが、今日の詩吟の
直接のルーツです。
◆漢詩の例
読み方や、意味を紹介して、詩吟を聴いていただきます。
＜意味＞涼州の地に駐屯した出征兵士にとっては、名物の葡萄のうま酒を、月
の光に照らされる杯で飲むのがもっとも趣きがある。今、それを飲もうとすれ
ば、馬上でかき鳴らす琵琶の調べが酒杯を促すようである。
今、戦（いくさ）に出ようとするこの砂漠に酔い臥すことがあっても、人々
よ、笑わないでほしい。昔から遠く西域への戦にかり出された人たちの中で、
幾人が無事に故郷に帰ることができただろうか。
＜鑑賞＞初唐七言絶句の第一と評される悲壮な詩
西北の国境へ行って守備をする兵士の胸のうち、
「明日は死ぬかも知れない
身であり、せめてつかの間のなぐさめだ。飲んだり歌ったりの酔態は、許して
やって、どうぞ笑わないでほしい」と、国の役人である作者が同情している。
＜意味＞遠くからやって来て、晩秋の寂しい山に登ると、小石の多い道がふも
とから斜めに頂上に向かって続いている。白雲のわき起こるような高い所に
も人家があるとは本当に感心したものだ。
車を停めて、なんとなく夕日に照り映えた美しい楓（かえで）の林にうっと
りと見とれてしまう。霜に色づけられた楓の葉は、２月に咲く花よりもまっ赤
で燃えるように美しい。
＜鑑賞＞夕映えに照り輝く楓の美しさ
寒山・石径・白雲の字句で秋の冷ややかな感じをただよわせ、楓林・霜葉・
紅・花の字句で赤々と燃えるような美を描きだして、好対照になっている。
この詩の最大の妙味は霜にうたれて色づいた楓の葉を２月の花よりも赤い、
といった奇想天外さにある。
「二月の花」は一般的に桃の花をさす。

＜意味＞仙人が来て遊ぶといわれる神聖な富士山の頂きは、雲を突き抜けて
高くそびえている。山頂にある洞窟の中の淵には、神龍が年久しく栖んでいる
と伝えられている。
山頂あたりは純白の雪に覆われ、ちょうど白絹（しらぎぬ）を張ったよう
で、立ち昇る噴煙は、その扇の柄のように見える。まるで東海の大空に白扇が
逆さまにかかっているようだ。
＜鑑賞＞世界文化遺産の富士山
富士山は日本のシンボル。日本随一の美景と神秘を誇る霊山として知られ、
古来よりこの山を詠じた詩歌は数限りなく多い。この詩もまたその一つで、そ
の雄大で荘厳な眺めは実に天下第一であると詠っている。富士山を、青空に白
扇を逆さまにつるしたと例えているのは奇抜な表現である。

＜意味＞霜はわが陣営に満ち満ちて、秋の気は清く澄みわたり、いかにもすが
すがしい。空を仰ぐと、幾列かの雁が鳴き渡っており、夜半の月は皎々と冴え
わたっている。さて今夜は、越後、越中の山々にさらに能登も併せて、まこと
に雄大な景色が眺められることだ。故郷の家族たちが遠征のわが身を案じて
いようが、それはそれでかまわない。
（今夜はこの明月を心行くまで眺めよう
ではないか）
＜鑑賞＞文芸武将の風雅の精神ここにあり
謙信は戦国武将でありながら文芸を好み、四書五経（ししょごきょう）に通
じ、国学にも造詣（ぞうけい）が深かった。その素養は前二句に表れている。
「霜」
「雁」などの季節感と、その夜の情景が溶け合って、武人とは思えない
ほど風雅な歌い方である。
＜意味＞ 過ぎ去った五十余年の生涯を顧みると、人間社会のことは是も非
も善も悪も、すべて夢の中のことのように感じられる。
この山の庵に独り坐っていると、五月雨（さみだれ）が真夜中の窓にさびし
く降り注ぐのであった。
＜鑑賞＞この詩は作者良寛の天衣無縫（てんいむほう）の性格の如く全く破格
の詩である。平仄も韻も度外視されているが人間良寛の悟り切った心情がに
じみ出ている。詩の構造は平起こり七言古詩の形であって上平声一東（とう）
韻の中字と三江（こう）韻の窓の字が通韻して使われている。起句は踏み落と
しになっている。
＜杉本会長より＞今日は、僕にしてはハードルの高い卓話をお聞かせいただき

まして、先週に引き続き、ただ下を向いて頷いてただけでした。北会員は、健康ために始められたということで
したが、精神面と身体面と両方とも健康になるような気がいたしました。本日はありがとうございました。

委員会報告

１１月３０日（月）

◆ロータリー財団 米山奨学会◆寄付者１４名

◆出席報告◆

下田 金 林田恒正 東角 倉本 水﨑 柿木 杉本
松井 道木
川上 竹澤 八百山 南勝文
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杉本会長 コロナには気を付けましょう。本日は北会員卓
◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
話宜しくお願いします。
三寺幹事 本日も皆様御苦労様です。北さん卓話よろしく
11 月 30 日
累計
会費含む累計
お願いします。
ニコニコ箱
26,000 円 317,000 円
317,000 円
小見山
北さん卓話楽しみにしております。また、前例
会卓話ありがとうございました。
ロータリー財団
16,000 円 244,000 円
北
日頃習っている詩吟について卓話させていただ
米山記念奨学会
16,000 円 244,000 円
きます。
下田
末子が結婚しました。
竹内
北会員 本日の卓話よろしくお願いします。
金
申し訳ありませんが、本日早退させていただき
松井
北会員 卓話お願いいたします。
ます。
道木
北さん 卓話ご苦労様です。
林田恒正 北さん 卓話楽しみにしています！
上屋敷 本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。
東角
北さん 本日は卓話ご苦労様です。楽しみにし
川上
先日、警備業の資格試験に合格しました。やればできる子で
ています。
よかったです。
倉本
北様 本日の卓話詩吟についてご苦労様です。
竹澤
北さん 卓話よろしくお願いします。
水﨑
カレンダーも残り１枚になってしまいました。
八百山 早いものでカレンダーが１枚になりました。最終の会まで
北さん卓話楽しみにしています。
頑張りたいと思います。宜しくお願い致します。
柿木
北さん卓話宜しくお願いします。
南勝文 本日も皆様御苦労様です。

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
（月）14 時から 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－山下健治 会報委員会 委員長－前川正智 副委員長－八百山正栄
委 員－水﨑亮博 瀬野友伸 海道佳秀

