
 
   

令和３年１０月１８日（月）第 2053 回例会 

19：00 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」 斉唱 

会長挨拶   柿木 満雄 会長 

幹事報告  上屋敷 貴紀 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  企業ＰＲ ③ 

金会員 瀬野会員 竹内会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

令和３年１０月２５日（月）第 2054 回例会 

＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

感染状況によって、変更あり 

委員会の日 ② 

令和３年１１月 １日（月）第 2055 回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

祝事  米山奨学金授与（１１月分） 

新入会員卓話   戸﨑 直哉 会員 

令和３年１１月 ８日（月）第 2056 回例会 

＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

感染状況によって、変更あり 

企業ＰＲ例会 ⑤ 

ＰＲ者：竹澤会員 竹吉会員 釣部会員 

令和３年１１月１５日（月）第 2057 回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

企業ＰＲ例会 ⑥ 

ＰＲ者：道木会員 西出会員 林田千之会員 

令和３年１１月２２日（月）第 2058 回例会 

＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

感染状況によって、変更あり 

委員会の日 ③ 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫  なし 

①日本経済新聞社【10/22 朝刊全国版】一面広告掲載 

≪他クラブより≫ 

①一乗谷朝倉氏遺跡パンフレット 福井東ＲＣより 

 特別史跡指定 50周年、特別名勝指定 30周年を記念し

て作成したもの 

令和３年１０月１８日発行 

～創造を もっと素直に。もっと楽しむ。～ 

ＭＡＲＵＯＫＡ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ 

丸岡ロータリークラブ会報 

 

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/ 

 

企業ＰＲ例会の担当者は「あいうえお順」です。

ご欠席の予定の場合、ご自身で交代をしていた

だきますようにお手配お願い致します。 
また、その旨を事務局にもご一報ください。 

・１０月２４日（日） 9：00～10：30 

「ロータリー奉仕デー」三国ｻﾝｾｯﾄﾋﾞｰﾁ清掃作業 

・１０月２６日（火） 11：45～12：35 

 丸岡高校・坂井高校にて 地区補助金事業で寄贈した

機器を使用して、オンライン交流開始 

 （丸岡高校にて 贈呈式）） 

・１１月２８日（日） フェニックスプラザにて 

ＩＭ第６組開催  各自で現地集合 21 名参加予定 



 

 

  
皆さん、こんにちは。 

本日午前中に、私と同業種の方が、２，３か月前に工場が火事になり復旧をし

たいとのことで、私の会社の工場の視察に見えていました。その方は、松本ロー

タリークラブ所属で前年度までガバナー補佐をされていたそうです。長野県は国

際ロータリー第 2600地区で、長野県１県で構成されており、会員数は 2000 名く

らいだそうです。長野県も会員増強には苦労されているとの事でした。 

丸岡ロータリークラブでは、先週の理事会で、みなさんに９月の委員会の日に

検討していただいた「インターン会員制度について」進めていくことに決定しま

した。今後は、規定審議委員会で規約を作成していただき、入会勧誘をしていき

たいと思っています。皆様ご協力よろしくお願い致します。 

本日は、企業ＰＲ例会です。担当になられていらっしゃる方、どうぞよろしく

お願い致します。 

柿木 満雄 会長挨拶                        １０月１１日（月） 

小見山京染店  代表 小見山 修 会員 

私の仕事は、誂え呉服、誂え染めの小売りです。 

お客様に満足を与えられる商品揃えをしています。扱っている品物は北は

北海道から南は沖縄に至るまで多種多様です。多くの商品があり、一品一

品が根深いので、覚えるというのは、なかなかそう簡単なものではありま

せん。 

糸は、生糸だと、乾繭とったものと生繭からとったもので種類があり、ま

だまだいろいろな原料から作られたものがあります。  

また、染の仕方もいろいろあります。無地に染める場合は、糸そのものを 

染めればよいのですが、絣の織物を作る絣糸などは、模様によって、染め方に、技術がいります。熟練の技により、

糸づくりが行われています。その染められた糸を使って、手機で織ります。一日に少しずつしか織ることができな

いため、一反の着物を織るには、長い時間がかかります。しかし手間暇かけて織られたものは、温かさや、織手の

心が伝わり、尊いものであります。このような技術は、素晴らしく日本独自のものであり伝統文化が廃れないよう

願うばかりです。私も携わって５４年目になり、ようやく貴重な品物を持つことができるようになりました。 

●八丈島で織られている黄八丈（本場黄八丈） 

「黄八丈」は八丈島で「黄八」と呼ばれている山吹色の黄色を主とした縞や格子柄の絹織物を指

しています。黒を主にしたものは「黒八丈」、樺色を主とするのは「鳶八丈（とびはちじょう）」

と呼ばれています。黄八丈は、黄色、樺色、黒色の 3 色を基調とした絹織物です。染料は島内に

自生している植物の草木染です。黄色は八丈刈安（コブナ草）樺色はマダミ（タブの木）の樹皮

黒色は椎の木の樹皮と沼浸けで染めて行きます。媒染は榊・椿の灰汁（あく）など、アルミナ媒

染によって鮮やかな発色が生まれ、独特の雅味と光沢を作り出しており、孫の代まで色褪せない

といわれる卓越した染色技術が特徴です。 

 

江戸時代から「平織」（ひらおり）と「綾織」（あやおり）という決まった織り方が

あり、それが現在でも受け継がれています。平織は経糸（たていと）と緯糸（よこ

いと）とを一本おきに交叉させるもっとも基本的な織り方です。平織には柄模様に

よって、「二くずし」「のげ」「べんけい」「ななこ」「三くずし」「千すじ」「万すじ」

などの名称がついています。組織り点が斜めの方向に連続して、斜線状をなす織り

方です。斜文織（しゃもんおり）ともいいます。 

企業ＰＲ例会 ③                １０月１１日（月） 

東京都無形文化財技術保持者 山下八百子さんの織ったもの 



  
丸岡土地開発  代表 下田 重道 会員 

私は 29 才で独立し昨年 8 月に個人事業を廃業し、会社にし、息子に社長にな

ってもらいました。41年と少し頑張りました。本日 10 月 11日は、父親が倒れた

日で、私は 24 才の時でした。29 才まで必死に働いて仕事を覚えたことを思い出

しました。息子は早速、県では 5 番目になる居住支援法人を立ち上げました。途

端に坂井市やあわら市、福井市の病院などから連絡が入るようになりました。も

ともと東尋坊にやって来て、最後電話ボックスからのヘルプの電話で助けに行く

ことをしている友人からの依頼でアパート等を斡旋していましたが、特に新幹線

が金沢まで来た時から数が多くなってきたなと感じています。この友人とは広 

報委員長をしていた丸岡 JC時代の福井 JC の広報委員長をしていた方です。 

企業ＰＲですが、当社としては、建て貸しとして、ファミリーマー

ト丸岡インター店、ヤクルト、公文等、アパート 1 1練、三国町・あ

わら市・春江町・坂井町・丸岡町のアパートや貸し家、駐車場管理、

売り土地や売り家等の仲介業務、宅建ファミリーの保険販売をして 

います。中瀬整形外科医院の開業もお手伝いしました。毎日４００人以上の患者さんが来ていました。 

また、先程の居住支援の続きですが、来年 4月に福井県で最初のシェルター施設も丸岡町内でオープンします。

このような福祉の話は、あまりよくわからないので、息子に頼んだのですが断られましたのでお話をしています。

息子は、福祉の方の大学に入って、大学院卒業後、兵庫医科大学、奈良県立医科大学付属病院に勤務していました

が、その間ある先生のもとで一人でも自殺者を減らすというプロジェクトチームに人っており、一度はそのような

名前の世界の学会がノルウェーのオスローであり、先生の代わりに行かされて、英語で発表して来たと言っていま

した。事実年々自殺者が減ってきていましたが、今年はコロナ影響等により増えてくるのではないかと危惧してい

ます。 

有限会社杉本石材店  代表 杉本 政昭 会員 

墓石関連、神社仏閣石工事、建築土木石工事など、石工事全般を仕事としており

ます。今日は、その仕事の一部を施工例と共にご紹介したいと思います。 

まず、石像でございます。寺院で見ることが出来る親鸞聖人像や日蓮上人像や弘

法大師像、また、神社で見ることが出来る御神馬、御神牛などは以前ですと鋳物（い 

もの）製が多くみられてましたが、近年では石

彫刻製品も多くなっております。その石で作る

理由は、鋳造製品に比べて価格的メリットの一

言でございます。特にオリジナルで型のない彫 

刻物を創る場合は、その価格的なメリットが反映されることとなります。当社

施工例として丸岡山崎三ケ区に多禰神社がありますが、そこに振姫像がござい

ます。これもオリジナルの彫刻物で、御影石で納品させていただきました。 

次に永代供養墓です。この永代供養墓は、定められた契約期間で、ご遺

骨を預かって契約期間が過ぎると、他のご遺骨と合祀されるというもので

す。では、どのような方々がご利用になるかと言いますと、お墓を継承す

る人がいない方や、承継する人がいなくなるかもしれないという方、家族

が遠方に住んでいるためお墓の維持が困難な方や家族や子孫にお墓の管理

の負担をなくしたいと思っている方、家族関係の変化や生涯未婚率の増加

などから、一人や夫婦のみでお墓に入りたいと思っている人などが宗旨宗 

派に関係なくご利用出来ます。当社施工例として、丸岡町十日講様に納品いたしました。これは、つい先日完成し

ましてこれから受付準備に入るのですが、お知り合いで、もしお墓のことでお悩みの方がおられましたら、こうい

うお墓もありますよとご紹介いただければと思います。 

 



 

丸岡ロータリークラブ 

会員数：３２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－東角 操 会報委員会 委員長－川上純幸 副委員長－東角 操 

委 員－竹吉 睦 前川正智 

委員会報告                   １０月１１日（月） 

竹内   欠席が続き申し訳ありませんでした！ 
道木   企業ＰＲご苦労様です。 
竹澤   暑くて衣替えできません(~_~)。 
岩田   本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。 
八百山  山が色づいてまいりました。心がウキウキしてきましてんか。

その内皆さんでどこかへ行きませんか？ 
前川正智 本日もよろしくお願い致します。 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １２名 
南利明 下田 奥村 林田恒正 水﨑 柿木 竹内 道木 
上屋敷 竹澤 岩田 八百山 
◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
南利明 下田 奥村 林田恒正 水﨑 柿木 竹内 道木 
上屋敷 竹澤 岩田 八百山 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 10 月 11 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 28,000 円 243,000 円 625,500 円 

ロータリー財団 18,000 円 172,100 円 

米山記念奨学会 18,000 円 166,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １４名 

柿木会長  皆様本日もよろしくお願いいたします。企業

ＰＲよろしくお願いいたします。 
上屋敷幹事 皆様本日もよろしくお願い致します。 
下田    昨日南条サービスエリアの道の駅と、武生菊

まつりに行ってきました。企業ＰＲさせてい

ただきます。 
林田恒正  食事ある例会楽しいですね！ 
山下    松井会員 地区ディスカッションリーダー

は大変な役目です。頑張ってください。 
東角    小見山会員・下田会員・杉本会員企業ＰＲご

苦労様です。 
水﨑    小見山さん、下田さん、杉本さんお話を楽し

みにしています。 

◆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 

10/11 ３２ ２０ ９ １ ２ 66.67% 

 

１０月度祝事（10/4 にお祝い） 

会 員 誕 生 日 

10/2 小見山会員 77 
10/22 柿木会員    62 
10/23 林田千会員 83 
10/27 杉本会員   62 
 

結婚記念日 

10/7  釣部会員 
10/8  西出会員 
10/20  山岸会員 
10/23  川上会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

10/3   三寺会員夫人 恭子様 
10/14  奥村会員夫人 秋子様 
10/17  東角会員夫人 恵子様 
10/17 多田会員夫人 まゆみ様 
10/20  川上会員夫人 尚代様 


