
 
  

令和３年 ６月２８日（月）第 2044 回例会 

19：00 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 斉唱 

会長挨拶    杉本 政昭 会長 

退会者挨拶 北 勇一会員  林田數一会員  

倉本正一郎会員 

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 

19：30  １年を振り返って  活動報告会 

① 柿木  奉仕プロジェクト理事 
② 松井  クラブ管理運営理事 
③ 三寺  幹事 
④ 杉本  会長 

20：00  閉会点鐘 

 

本日の例会  

令和３年 ７月 ５日（月）第 2045 回例会 

入会式  バッチ交換  祝事 

米山奨学金授与（７月分） 

新年度活動方針・計画発表① 

①柿木 会長           ５分間 

②上屋敷幹事           ３分間 

③山下 会計           ３分間 

④八百山クラブ管理運営理事    ３分間 

⑤東角 公共イメージ理事     ３分間 

⑥道木 会員増強退会防止理事   ３分間 

⑦竹澤 ロータリー基金理事    ３分間 

⑧金  ＳＡＡ          ３分間 

次回の例会  

令和３年 ７月１２日（月）第 2046 回例会 

【お昼移動例会 12：30 開会点鐘】 

山中ＲＣ・三国ＲＣ会長幹事表敬訪問 

新年度活動方針・計画発表② 

①前川正智職業奉仕委員長     ４分間 

②竹吉  社会奉仕委員長     ４分間 

③西出  国際奉仕委員長     ４分間 

④竹内  青少年奉仕委員長    ４分間 

⑤松井  奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門委員長 ４分間 

クラブアッセンブリー 

「小林和美ガバナー補佐を迎えて」 

令和３年 ７月１９日（月）第 2047 回例会 

会員企業ＰＲ① 

 ・会長により趣旨説明 

 ・ＰＲ者：柿木会長・上屋敷幹事 

今後の予定  

幹事報告  

①2021-22 年度地区補助金 交付 4114＄ 

②ロータリー財団グローバル補助金奨学生 募集資料 

③次年度地区補助金セミナー開催 

 8/7 京都ホテルオークラ 

セミナー出席は、財団補助金を申請する際に必須 

令和３年６月２８日発行 

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/ 

 

連絡の徹底お願いします 

①欠席は理由を添える 

  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 

事務局にご連絡ください。 



 

  

皆さんこんにちは。福井県内の新型コロナ感染はかなり落ち着いております。もうす

でに終えられた方もいると思いますが、ワクチン接種までもう少し感染対策を十分しな

がらお過ごしいただきたいと思います。 
新型コロナに関連してのことですが、新型コロナ時代の“3種の神器”というのありま
して、「マスク・手指消毒剤・非接触型体温計」これが新型コロナ時代の“3種の神器”
だそうです。本来の三種の神器（さんしゅのじんぎ）は皆さんのよくご存じですので、

それをなぞらえた電化製品の三種の神器について紹介します。電化製品の三種の神器は、

「白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫」から始まりまして、「カラーテレビ (Color television)・
クーラー (Cooler)・自動車 (Car) 」いわゆる３C 、そしてこの前までは「デジタルカメ
ラ・DVDレコーダー・薄型テレビ」というのが、電化製品の三種の神器だそうです。そ
こで、今はどうかと言いますと、令和の家電三種の神器についてのアンケートがありま 

す。それによりますと、そのトップ 3は、「4K/8Kテレビ・冷蔵庫・ロボット掃除機」という結果でございました。
またアンケート上位は AI家電で占めているという結果でございます。このアンケートでわかるのは、テレビ離れ
が叫ばれる昨今ですが、白黒テレビ、カラーテレビ、薄型テレビと進化を続け、いつの時代も“三種の神器”に名

を連ねてきたテレビの強さは未だに健在ということです。テレビ、冷蔵庫、洗濯機の三種は様式や性能は変わって

も不変であることがわかります。その時代に生きる人々の暮らしや憧れの象徴として選ばれ続ける家電の“三種の

神器”。この先の未来、一体、どんな家電製品が“三種の神器”として名を連ねていくことになるのか想像してみ

るのも楽しいと思います。 

杉本 政昭 会長挨拶                         ６月１４日（月） 

会員卓話                         ６月１４日（月） 

 
水﨑 亮博 会員   「丸岡往来について」 

丸岡城ボランテイアガイド協会を立ち上げた故宮本久

先生から、生前に「丸岡往来」という資料を貰いました。

丸岡城下を知る面白い資料なので紹介します。 
昔は「往来もの」といって各地の名所や旧跡を物語にし

て節をつけて謡いながら紹介することを行いました。寺子

屋の学習テキストとしても使ったそうです。 
 「丸岡往来」は宮本先生の実家の遠嶽家文書に残されて

あったそうです。丸岡藩時代の城下町を年若い振り袖姿の

女性が巡り歩くという設定になっています。作られたのは 
有馬誉純時代後と考えられます。何故なら、田町の東得寺が尼寺として紹介されて

います。記録によると東得寺が尼寺になったのは天明５年（1785）で、「丸岡往来」
が作られたのは有馬譽純のころでないかと推測されます。 
①スタート 
それでは、丸岡往来の文章に従って、そのころの丸岡の様子を見ていきましょう。もう一つ、資料として昭和２

０年代に米軍 GHQが撮影した丸岡市街の上空写真を用意しましたので、昔の城下の絵図と比較しながら見てい

きましょう。（この写真と丸岡往来とを比べてみると、丸岡の町は戦前まで江戸時代と少しも変っていないことが

分かります。） 
②城門  
先ず、⾥丸岡⼝御⾨より、時の都の三ヶ町、
⽵⽥⼝、善左町、⼤乗院庚申堂、⽯⽊⼾な
る宝積院、神明宮の御社へ 
丸岡城下には、町に入る４つの外門と外濠か

ら城内に入る 4つの内門とがありました。東

里丸岡口門は城の東南角（今の賢友橋あた

り）にあった内門です。ここから神明神社の

南側（善左町-巽町１丁目）を通ってタブノキ

のある神明口門へたどります。あと室町口門

と長畝口門が内門です。神明神社は当時、南

側を向いていました。今の丸岡高校へ向かう

道が善左町で、藩札の両替所があったのでこ

の名がついたようです。三ヶ町は今の弓町で

す。神明神社内に別当の宝積院がありまし

た。 
 



 

  

スポーツ例会                       ６月２１日（月） 

丸岡町体育館 2階卓球場にて「みんなで卓球をしよう！！」 

 

③神明口門から城内（濠内）へ 
神明⼝御⾨⼊れば御霊公（御霊社）、世になき神楽⾒物して正光なる⼩⽥観⾳を右に⾒て、出る処は霞ケ城 

神明神社の北側を流れる川（田島川）は二番濠と称した外濠の名残りです。この川から内側が城内ということにな

ります。ここには以前藩校平章館もありました。御霊社は青信御霊社といって丸岡藩主有馬家の開祖ともいうべき

有馬晴信を祀る社のことです。晴信公は島原で有馬家を再興した人です。1512 年に岡本大八事件に連座して死罪

を受けましたが、没後 50 年に嫡男直純が延岡で今宮大明神として「青信御霊社」を建てて祀ってきました。丸岡

へ移封後、この地に御霊社を移し、毎年５月と９月に例祭を行い、日向神楽を奉納してきました。丸岡藩にとって

は最も大事な場所でした。その後、青信御霊社は霞城神社となりましたが、今は神明神社に合祀されています。2012

年には有馬家ゆかりの人たちによって 400 年忌が白道寺で開催されたそうです。 

正光なる小田観音とありますが、これは正光院織田観音のことで、延岡時代に家臣の織田杢之丞、半平兄弟が殿

様に無礼を働いたということで、切腹させられました。後ろめたい処分だったのか、兄弟の命日になると不祥事が

起こるので、霊を鎮めるために観音を造り、この正光院に祀ってあったそうです。いまは臺雲寺に石の観音が残さ

れていると聞いています。またののあたりには１５０間ほどの馬場があったそうです。 

④中島について 
廻り廻りて沖島へ、⼩⾈に掉さし漕ぎ⾏かば、ご祈願所なる 北岡⼭薬王院に⾈を留て、天満宮の社へ、梅
の林の⾒事なる花の盛りに吹き渡る 
城山の東側（今の図書館の東側）は外濠が大きく蛇行して島のようになっていて、往来では沖島となっていますが

以前は中島といっていたようです。昔、丸岡高校の東側には池があって竹藪がありました。航空写真でもこの辺り

は何となく島のように見えます。島の中に天満宮、薬王院（天満宮の別当）がありました。梅林があったと記載さ

れているが、どのあたりだったかは、今では想像もできません。 

このあと、荒町から西方の金津口、田町、西側の寺町を巡って、最後は愛宕山から田屋の金毘羅山で弁当をとると

いう筋書きになっています。 

 

杉本会長 開会点鐘＆あいさつ 
「けがの無いよう、感染に気をつ

けて楽しく過ごしましょう(^^)/」 

三寺幹事 説明＆注意事項 
「くじ引きできまったグループ

毎に総当たりでゲームしてくだ

さい。」 

Ａグループ 
水﨑 柿木 三寺 岩田 

Ｂグループ 
林田恒正 杉本 前川徹 
道木 竹澤 

Ｃグループ 
小見山 下田 
松井 竹吉 

Ｄグループ 
釣部 竹内 上屋敷 川上 南勝文 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

6/14 ３３ ２３ ６ １ ３ 86.66% 

6/21 ３３ ２３ ８ ２ １ 68.75% 

 

委員会報告                    ６月１４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 

 6 月 14 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 24,000 円 726,000 円 1,221,000 円 

ロータリー財団 15,000 円 530,000 円 

米山記念奨学会 14,000 円 524,000 円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １３名 
林田千之 下田 奥村 林田恒正 水﨑 柿木 杉本 
松井 川上 竹澤 西出 八百山 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
林田千之 下田 奥村 林田恒正 水﨑 柿木 杉本 
松井 川上 竹澤 八百山 南勝文 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １８名 

杉本会長 本日、卓話 水﨑会員よろしくお願い致します。 
三寺幹事 水﨑先生 卓話よろしくお願いします。 
林田千之 水﨑先生 ご苦労様です。 

昔のような楽しい例会を！ 
小見山  水﨑先生 卓話御苦労様です。楽しみにしてお

ります。 
北    水﨑様 卓話楽しみにしています。ありがとう

ございます。 
下田   水﨑先生 卓話ご苦労様です。 
奥村   水﨑さん 本日の卓話ご苦労さまです。 
林田恒正 水﨑さん 卓話ありがとうございます。 
山下   水﨑さん 昔むかしの丸岡の歴史の話たのしみ

です。 
水﨑   卓話をさせていただきます。 
柿木   水﨑先生 本日卓話「丸岡往来について」よろ

しくお願いします。 

松井   水﨑会員 卓話ありがとうございます。 
上屋敷  本日も、ニコニコ箱へたくさんのご寄付ありがとうござい

ます。 
川上   水﨑会員 卓話楽しみにしています。 
竹澤   暑くなってきました。水﨑先生 卓話ごくろう様です。 
八百山  水﨑さん 本日の卓話楽しみにしています。 
前川正智 本日よろしくお願い致します。 
南勝文  本日も皆様御苦労様です。 

それぞれのグループの１位の人で決勝・最下位の人で最弱王決定戦の、トーナメント 

応援ありがとうございました!(^^)! 

最弱（女）王(*_*) 
３位 

準優勝 

優勝☆ 

参加賞 


