
   

令和４年１０月 ３日（月）第 2083 回例会 

18：00 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   松井 寛 会長 

祝  事  １０月 会員誕生日 

結婚記念日  夫人誕生日 

米山奨学金授与 １０月分 チャン・ザ・ウエイ君 

幹事報告  竹澤 俊彦 幹事 

委員会報告 

  ① ロータリー情報委員会 

「これだけは知っておきたいﾛｰﾀﾘｰの基礎」    

本日の担当者：山下会員 

  ② 出席報告 

③ ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  米山奨学生卓話 

「部活の紹介と就職活動の進捗状況」 

      チャン・ザ・ウエイ（曽 則為）君 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

令和４年１０月２４日（月）第 2085 回例会 
外部卓話 「ＤＸについて」 

天晴データネット 代表取締役社長 西川 孝盛 氏 

令和４年１０月３１日（月）ＩＭとの振替休会 
 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より連絡≫ 

①2023-24 年度青少年交換学生募集について 

②【ＲＬＩ】 パート２ 開催の案内 

 12/4 竹吉副会長参加予定 

 

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/ 

 

2022-2023 年度 令和４年１０月３日発行 

次回の例会  

令和４年１０月１０日（月）スポーツの日休会 

令和４年１０月１５日（土）第 2084 回例会 
家族大会「「バーベキューで親睦を深めよう」 

 スキージャム勝山にて 

 
◆１０月１７日（月）  振替休会◆ 

 

１０月２９日（土） 若狭ＲＣがホスト 

 ＩＭ（インターシティミーティング 

 ★新型コロナ感染症が５類相当に位置づけされて

いないため、懇親会は中止 



  

丸岡ＲＣ 松井 寛 会長 

本日は山中の皆さん、秋の旅行シーズの中たいへんお忙しいところようこそ丸岡にお越

しいただきました。吉本会長と北村幹事のご配慮に深く感謝申し上げます。また１０月２

日日曜日には福井カントリークラブにて合同コンペも開催されることとなっています。親

睦委員会が企画したトランペットの演奏もありますので、是非、会員同士の懇親と親睦が

なお一層深まるよう楽しい時間を過ごしていただきたいと思っています。 
山中ＲＣ 吉本 龍平 会長 

丸岡ロータリークラブの皆さん、本日はお世話になります。こ

の後大変興味深い講演会や、３年振りの懇親会が控えております 
ので、簡単に一言ご挨拶申し上げます。この３年ぶりの合同例会に際しまして、丸岡ロー

タリークラブの皆様のご配慮また、親睦委員会の皆様の企画等、今日に至るまで様々なご

苦労があったと考えております。これを開催すべきなのか様々な思いの中、今日を迎えて

らっしゃることと思います。皆様のご配慮やこの準備に関しまして心から感謝と御礼を申

し上げまして冒頭の挨拶に代えさせていただきたいと思います。本当に丸岡ロータリーク

ラブの皆さんありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。 

会長挨拶                              ９月２６日（月） 

合同例会記念講演会                ９月２６日（月） 

「丸岡城天守と建築年代～今のお天守は寛永 5年（1628）につくられた！～」 

福井工業大客員教授/FUT 福井城郭研究所顧問、工学博士 

吉田 純一氏  専門分野 日本建築史（特に近世建築） 

経歴：1948 あわら市に生まれる（71 歳） 

1971 福井大学建築学科を卒業後、東京工業大学大学院へ進学 

平井聖先生の下で本格的に日本建築史の研究をはじめる 

  （＊平井先生は、長年にわたりＮＨＫ大河ドラマの建築時代考証を担当） 

1976 東京工業大学大学院博士課程満期退学、建築学科助手 

1986 福井工業大学建築学専攻講師、同助教授（1994）を経て、教授（1999）、

その後、建築学科主任、学生部長、図書館長、FUT 福井城郭研究所所長を歴任 

2017 福井工業大学退任同大学客員教授、FUT 福井城郭研究所所長として勤務 

2022 現在、福井工業大学客員教授、FUT 福井城郭研究所顧問 

山城（一乗谷城）⇒ 平山城(姫路城) ⇒平城（福井城、小浜城） 

 

①2重 3階 

②独立型（単立型） 

 ＊複合式・連結式・連立式 

③望楼型 

 ＊層塔型 

 

 

 

 

 

 

① 石瓦葺（笏谷石）② 鯱鉾（木製銅板張） ③ 鬼瓦 ④ 廻縁 

 ⑤ 3 階は真壁造  ⑥ 1・2階は大壁造 ⑦ 木部露見 

 

 

＜お天守遠望＞ 

 

＜お天守外観＞ 

 



  
＜これまでの創建説＞       

①天正 4年（1576）、柴田勝豊築城期  『柴田勝家始末記』「勝豊、近江長浜城及越前坂井郡丸岡城主、領八万石、丸

岡城者天正四丙子年築之。家臣安井左近太夫家清据置」⇒望楼型、古拙な構法、未熟な防御、野面積の天守台・・・ 

②慶長 18 年（1613）以降   『円陵略図 慶長十八癸丑年本多飛弾(騨)守治部大夫成重御引移之節図』：天守の姿図

なし⇒最上階が 4間×3間（初期天守は 3間四方）、基準柱間は 6尺 3寸（初期天守は 6尺 5寸） 

③望楼部増築説 天守台と 1階は天正期、2・3階の望楼部は江戸時代に増築 

＊いずれの説も確証はなく、新旧の形式を持ち合わせていて、建築年代を確定できず   

＜年輪調査法による建築年代＞ 

（1）平成 27 年～同 30 年の丸岡城天守総合調査研究における年輪調査    

  ①年輪年代法：二階西破風部屋の板戸のはめ板、2階北出部屋の床板の古材の伐採年代は 1620 年代以降  

  ②放射性炭素（C14）年輪年代測定法：当初柱や古い梁の多くは、やはり 1620 年代以降に伐採されたと判定 

  ③酸素同位体比年輪年代法：旧通柱は 1626 年+αに伐採されたと判定 

  ⇒1620 年代以降に伐採された材は構造材や造作材に及ぶ 

  ⇒現天守は 1620 年代以降につくられ、これを遡ることはないことが判明 

（2）丸岡藩の成立：寛永元年（1624） 

   初代藩主の本多成重（在位 32 年）は徳川将軍家と強いつながり    

（3）現在のお天守は寛永年間、初代藩主本多成重の代につくられた  

＜1階東西中央列の柱の墨書＞ 

① 1 階東西中央の柱列は、丸岡城天守の主

要な骨格部で、この柱列が上部の荷重を

集中的に支えている 

② 昭和 15 年～17 年の修理工事の際、この列の柱から墨書が見つかって

いた 

 

 

 

 

 

 

 

＜現在の天守は寛永 5年（1628）3月に建設中＞ 

①当初柱である「に二」柱の墨書は「寛永五辰三月吉日」と解読  

②床下部に書かれている,後世の加筆ではなく、 この柱が入れられた時に書かれたとみるべき 

 ⇒丸岡城天守は寛永５年（1628）３月に建設中であった 

③丸岡藩の成立：寛永元年（1624）、藩成立から 5年目、初代藩主本多成重の代、成重は幕府から派遣された付家老 

④『越前国古今名蹟考』                                    

  「始め居館の類なりしが、本多淡路守重能に至り、城池（地）全く成る」 

 ＊重能（しげよし）は成重の子、本多家 2代藩主、正保 4 年（1647）～慶安 4年 （1651）在城 

＜寛永造営時の丸岡城天守＞ 

①外観 2 重内部 3階、望楼型天守 

②廻縁はなく、腰屋根（後に廻縁に改修） 

③屋根：杮葺き（本多氏時代に石瓦葺きに）破風は漆塗、鯱は金箔塗 

④3 階廻縁は後補、元は腰屋根 

⑤御殿風の優美な天守 

＜丸岡城天守の意義＞ 

①現天守の建築年代は寛永 5 年（1628）ごろに絞りこめた 

⇒ 現存天守では 6番目に古い   *若狭小浜城（酒井忠勝） 寛永 14 年ころ 

②寛永期造営の望楼型天守 （類例：犬山城天守、高知城天守） 

＜お天守の新たな謎＞ 

①勝豊時代の天守は？ ②寛永期になぜ望楼型？ ③貞享の修理はなぜ？ ④なぜ掘立柱？ ⑤古くは南に大手口？ 

＜おわりに～今後の課題＞ 

お天守が寛永 5 年（1628）ごろにつくられていたこと、その当時の姿を想定できたことは大きな成果である。しか

し、一方で、柴田勝豊による天正の築城時、あるいは寛永以前の丸岡城天守はどのようであったのか、また、寛永期

にはすでに層塔型が主流であったのに、なぜ望楼型の形態でつくられたのか、その他、掘立柱や天守台の窪み、など

新たな謎もでてきた。さらに丸岡城全体の縄張、櫓や城門、御殿などの建築の様相などについても未だ不明な点も残

されている。これらについてさらに吟味、検討しながら、近世城郭における丸岡城の位置づけ、意義を究明していか

ねばならない。 



 

 

 

丸岡ロータリークラブ 

会員数：３１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－杉本政昭 会報委員会 委員長－杉本政昭 副委員長－前川 徹 

委 員－山岸 功 下田重道 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 9 月 26 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 24,000 円 241,000 円 661,000 円 

ロータリー財団 20,000 円 168,000 円 

米山記念奨学会 20,000 円 190,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １９名 

松井会長 山中ロータリークラブの皆様ようこそ丸岡へ

お越しくださいました。 
竹澤幹事 丸岡ＲＣの皆様、本日は丸岡へようこそ！ 
●山中ＲＣの皆様ようこそ！お久しぶりです。楽しいひと

時を過ごしましょう！ 
吉田先生今日はありがとうございます。 

林田千之 小見山 下田 奥村 林田恒正 山下 
東角 水﨑 柿木 上屋敷 八百山  

●祝ヤクルト優勝 前川徹 
●本日もよろしくお願いします。 

川上 岩田 前川正智 竹吉 
●いつもありがとうございます。  海道 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １４名 
南利明 下田 奥村 林田恒正 東角 水﨑 松井 
上屋敷 川上 竹澤 岩田  八百山 海道 竹吉 
◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
南利明 下田 奥村 林田恒正 水﨑 松井 
上屋敷 川上 竹澤 岩田  八百山 海道 竹吉 

 

委員会報告                    ９月２６日（月） 

◆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 

9/26 ３１ ２３ ６ ０ ２ 79.31% 

 

9/26 ロータリー情報委員会 
「知っておきたいロータリーの基礎」 
ｐ9奉仕部門確立の歴史  

解説担当：林田恒正会員 

懇親会                      ９月２６日（月） 

吉本山中ＲＣ会長の 
ご発声にて、乾杯 

松井会長より挨拶 

トランペット 
ヒーローズ   

山中ＲＣ 
辻会長エレクトによる 
一本締め 

恒例の懇親ゴルフコンペは、１０/２（日）フクイカントリークラブにて開催 
山中ＲＣ（石川、辻、西 会員）・丸岡ＲＣ（山岸、林田千之、山下、杉本、道木、川上、多田 会員）参加 

 

八百山会長エレクト 
閉会の挨拶 


