
 
  

令和３年 １月 ６日（水）第 2030 回例会 

11：00 國神神社で新年参拝 御祈祷 

11：30 開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

祝  事  １月  会員誕生日  夫人誕生日 

会長挨拶   杉本 政昭 会長 

幹事報告  三寺 康信 幹事 

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 

12：00 閉会点鍾 

お弁当をお持ち帰りください。 

例会終了後１月度理事会を開催します。 

本日の例会  

令和３年 １月１１日（月）祝日の為 休会 

令和３年 １月１８日（月）第 2031 回例会 

会員卓話  金 定基 会員 

次回の例会  

令和３年 １月２５日（月）休会 

会場（さくらホール）工事につき使用不可の為 

今後の予定  

幹事報告  

＜ガバナー事務所より＞ 

①2021 学年度米山奨学生引き受けについて 

 曽 則為 (ﾁｬﾝ, ｻﾞ ｳｪｲ) 君 ＜マレーシア＞ 男性 

福井工業大学 学部 3 年 

〈奨学期間：2021/04/01～2023/03/31 ＊2 年間〉 

  

令和３年１月６日発行 

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。 

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。 

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

 



 

  

皆さん、こんにちは。 
釣部会員奥様の葬儀に、本日参列してまいりました。心よりお悔やみ申し

上げます。釣部会員には心にポッカリと空いた穴を少しずつ埋めていってい

ただきたいと思いますし、またそのお手伝いを我々が少しでもできればなと

思います。 
また、本日午前中、職業奉仕委員会の事業も行われました。職業講話とい

うことで丸岡高校定時制の生徒を対象に行いました。大変好評だったとのこ

とです。瀬野委員長様、参加していただいた会員の皆様、ご苦労様でした。 
今年最後の例会となりました。前期はコロナ対応に四苦八苦しながらの例

会でした。今日お越し頂いている高尾様にも卓話が何回となくキャンセルと

なりまして、ご迷惑おかけしました。本日ようやく、お越しいただくことが

できました。本当に感謝申し上げます。 
さて今日は、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「クラブについて」ご紹介いたします。 

クラブとは、同じ目的を持った人の集まりです。サッカー好きの人が集まり、技術向上を目指すのがサッ

カークラブ。囲碁好きの人が集まり、実力向上と親睦に期待して入会するのが囲碁クラブです。 
しかし、ロータリークラブはロータリーの好きな人が集まってできたクラブではありません。「ロータリー

の目的」の推進・達成を目指す人達の集まりです。「入会前からロータリーが好きだった」という人はいない

と思います。入会経緯は色々ありますが、ロータリーの「クラブとしての素晴らしさ」は、入会してから分か

るようになったという人が多いでしょう。 
ロータリーは「①ロータリアン同士の親睦を基盤に②立派なロータリアンを育てながら③価値ある奉仕を

通じて、社会に貢献する世界的な団体」であります。これをクラブの中で学び、仲間と共鳴し、切磋琢磨し合

いながら実践していくこと、そこに喜びと誇りを感じるようになれば、もう立派なロータリアンです。 

年末年始はステイホームとなる人が多いと思いますが、自分なりに気分転換の方法を考えて、退屈しない年末年

始をお迎えください。 

杉本 政昭 会長挨拶                         １２月２１日（月） 

● ＜ロータリアンに知っておいて欲しい「ロータリーの親睦 （fellowship）会のこと」＞ 

「ロータリーの親睦（fellowship）」を正しく理解するには、 “acquaintance”と“friendship”と“fellowship”
の違いを知っておかなくてはなりません。 

“acquaintance”＝「知り合い程度の交友」 
“friendship”  ＝「親しい者同士の友情」（目的や理念には関係なく、親しい友人の間柄で使われる言葉） 
“fellowship”   ＝「志が同じ者同士の仲間意識」 

（チームや組織、団体など、目的や理念が同じ者同士の間柄で使われる言葉） 

上記を読めば分かるように、ロータリークラブは「同じ目的と理念を持つ組織」である以上、その会員である

ロータリアン同士の間柄は、“acquaintance”や“friendship”ではなく、“fellowship”であることは明白です。

すなわち、「ロータリーの親睦（fellowship）とは、単なる友情ではなく、ロータリーの志を共にする者同士の仲

間意識」なのです。 
1923-1924年度のＲＩ会長 Guy Gundaker は、「ロータリーの親睦」とは“ロータ

リーという苗木が成長するために、その根に栄養を与えてくれる土壌である“ と述べ

ています。これは、“ロータリーという苗木が立派に成長していくためには、「ロータリ

ーの志を共にする者同士の仲間意識」を強め高め合う『親睦』という栄養に満ちた土壌

が必要である。”というように理解すればよいでしょう。 



 

  

外部卓話                    １２月２１日（月）                 

 

元丸岡ロータリークラブの会員です。称念寺住職と保育園を経

営しております。神奈川県の藤沢市にある本山の仕事も引き受け

るようになり出張する機会が多くなりました。その為、ロータリ

ー活動を続けることが難しくなりましたので、多くの会員様に引

き留めていただきましたが、大変残念だったのですが、退会させ

ていただきました。本日は、懐かしい皆さんのお顔を拝見でき、

とても嬉しいです。 
明智光秀さんは、大変なブームでございました。称念寺にも去年の 12 月 23日から団体予約が入り、多くの観光

客を迎える準備をしていました。ところが、コロナウイルスの感染が始まり、また、１月４日から放映が始まる予

定だった「麒麟がくる」の大河ドラマも濃姫役の女優の逮捕で、２週間放映開始が延期されました。そこから、コ

ロナ禍で撮影中止が余儀なくされ、９月まで中止となりました。ちょうど、越前編が始まって、いいところでした

のに、とても残念です。 
ドラマの後の「紀行」でその回の縁の地を１７秒間紹介しますが、称念寺の回もありました。ディレクターが、

撮影場所等打ち合わせし、松尾芭蕉が読んだ句碑や、北国海道など、少しでも紹介してほしいと願いましたが、次

のドラマの展開がわかるようなものは紹介しないということで、私のお経をあげる後ろ姿のみになっていました。 
「明智光秀さん」「明智光秀」と呼び捨てではなく、称念寺では、代々「明智光秀公」と読んでいます。しかし、

世間一般には、明智光秀は、主君である織田信長に取り立ててもらい坂本城を家来の中で最初に城持ちとなったに

も関わらず、その主君を討った謀反人となっています。しかし、称念寺では、ドラマの中でも描かれているように、

門前で寺小屋開いて地域の子どもたちに優しく接してくれた浪人と、とてもいい人と言い伝えられています。また、

滋賀県の坂本、亀岡、特に福知山では、御霊神社に祀られていて非常に人気があります。 
歴史秘話ヒストリアで、「あらためて知りたい！明智光秀」の回

で、称念寺が映りました。これが称念寺の門です。 

さて、レジュメに基づいて、本題に入ります。 

●称念寺のはじまり 養老五（七二一）年三月に 元正天皇の勅を

請け、泰澄大師により創建された（『称念寺縁起』【長禄三（一四五

九）年制作】に記載） 
明智光秀は、本能寺の変の３日前に京都の愛宕山で連歌の会を催している。⇒愛宕修験は、

明治までは、勝軍地蔵というお地蔵様ご本尊とともに泰澄大師が祀られていた。愛宕修験と

白山修験は同じであった。連歌会は、歌を詠みながらの神事であった。勝負の神様に、信長

を討ちにいくので、勝たせてほしい、そして、世の中の安寧を祈っていた。 
愛宕修験、白山修験の人々は、全国にいる。そこから本能寺にいる信長の様子などの情報を

得ており、戦略を練れた。   連歌の会 ＝ 情報収集の場、勝利祈願の場であった。 
戦国時代の武将は、情報戦で勝ち上がっていったものが天下をとっていく。大河ドラマの中

では、岡村隆史が演じていた菊丸は、徳川家康に仕えていたスパイ。浪人時代の明智光秀は、

どうしていたか。→白山修験の道場であった称念寺に出入りしていた白山修験の人々より情

報を得ていた。 
●称念寺に情報が集まった理由 ①一遍上人の遊行と時衆 
 ②他阿真教上人 念仏の拠点 ③将軍家の祈願所であった 
 ④中世の天皇家 勅願寺   となっていた  
●遊行三十一組 京畿御修行記 明智光秀が越前にいた証拠の一次資料が発見された  
ここまでが、明智光秀が称念寺で過ごした１０年間で情報を得ていた話です。 
 

「称念寺と明智光秀」  称念寺 ご住職 高尾 察誠 様 
 

勝軍地蔵 



 

 

  

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 

◆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 

12/21 ３３ ２６ ４ ０ ３ 86.67% 

 

委員会報告                   １２月２１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 

 12 月 21 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 23,000 円 380,000 円 380,000 円 

ロータリー財団 15,000 円 294,000 円 

米山記念奨学会 15,000 円 295,000 円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １２名 
下田 金  奥村  林田恒正 東角  倉本 水﨑 
杉本 松井 川上  八百山  南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
下田 金  奥村  林田恒正 東角  倉本 水﨑 
杉本 松井 川上  八百山  南勝文 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １８名 

高尾  様  皆様とお話ができて大変うれしいです。 
杉本会長 高尾様 本日卓話宜しくお願い致します。 
三寺幹事 高尾様 卓話よろしくお願い致します。職業講

話への参加者の皆様ありがとうございました。 
南利明  高尾様 久しぶりです。元気な「すがた」拝見

うれしく思います。 
小見山  一年早いですね。皆様一年間ご苦労様です。又

高尾御前卓話ご苦労様です。楽しみにしており

ます。 
下田   高尾さんお久しぶりです。今日はよろしくお願

いします。 
金    本日は都合により早退させて頂きます。高尾さ

んの卓話が聞かれず残念です。 
奥村   高尾さん お久しぶり。楽しみにしています。 
林田恒正 高尾さん 卓話ありがとう！ 
東角   今日は高尾さんありがとうございます。よろし

くお願いします。 

倉本  高尾様 お久しぶりです。本日は有難うございます。 
水﨑  本日の丸岡定時制での職業講話はとても有意義でした。準備さ

れた担当の人に敬意を表します。 
松井  高尾様卓話ありがとうございます。 
上屋敷 本日も皆様ニコニコ箱へのたくさんのご寄付ありがとうござい

ました。 
川上  今年最後の例会ですね。皆様今年一年ありがとうございました。 
竹澤  高尾様 卓話よろしくお願いします。 
八百山 釣部会員に心からお悔やみ申し上げます。本日の高尾様の卓話

を心待ちにしておりました。 
南勝文 皆様 今年一年御苦労様でした。 

もう一つ本日お話したいことは、「日本のリーダー像」についてです。 
大河ドラマ「麒麟がくる」の「麒麟」は、乱れた世の中を平和にしてくれる架空の動物です。その「麒麟がくる」

の脚本家池端俊策氏は、１９９１年に大河ドラマ「太平記」を手掛けていいます。足利尊氏を主人公にした２９年

前は、日本は右肩上りで強力なリーダーのもとに、国民が協力して従っていき、国家が繁栄していくことを理想と

して、リーダー像を描いていたと思います。しかし、今年の「麒麟がくる」では、違う側面を伝えたかったのでは、

ないだろうかと私は考察しています。そう考えたきっかけは、昨年学力世界一のフィンランドの最先端の保育園に 
視察に行ったからです。フィンランドでは５歳児から義務教育になりましたが、日

本の保育園と同じように、お絵かきをしたり、お遊戯をしたりして遊んでいます。

日本との大きな違いは、登園後、一斉に保育士から指示をするのではなく、「今日

は何して遊ぶ？」と考えさせたり、遊び終わっても「どうだった？」など振り返り

をさせたりして、５歳児であっても主体的に行動させていることです。 
「麒麟がくる」の明智光秀さんは、強力なリーダーの信長に従いナンバー2になったけれど、クレージーなリー

ダーでは日本はダメだ、と本能寺の変を起こした、それを池端俊作が訴えたかったのではないのかと考えていま

す。江戸時代までは武士として主人が間違った行動をしたときに命をかけて諫めたというように評価が高かったに

も関わらず、明治になったとたん、国の意向に全て従うことに重きをおかれて、光秀さんは悪者になって信長の方

がいい人になったので、それを今も私たちは引きずっており、謀反人として伝えられています。しかし、徳川家康

は、光秀の遠縁に当たる春日局を家光の乳母にしていることからもわかるように、自分がリーダーになった時に一

番欲しいのは、自分が間違ったことをしていた時には、命を賭けて諫めてくれる家臣だったに違いないと思いま

す。そういう観点から明智光秀公の生き方を見直してみてはいかがでしょうか？ご清聴ありがとうございました。 

＜会員感想＞NHK大河ドラマ『麒麟がくる』で話題の称念寺住職である高尾氏の卓話でした。観光に期待するも

コロナ騒動ですんなりと進まなかった話やテレビ撮影の裏話など住職ならではの話が面白くあっという間の時間

でした。歴史の教科書では謀反人とされている明智光秀公の真の姿や福井に居ながらなぜ全国の情報を得られたの

かなど新情報や考察も満載で続きの卓話を期待しております。              （文責 海道 佳秀） 


