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野中  敏昭　会長
　皆様こんにちは。
　西山公園の桜の
花もほころび始め、
春の息吹が少しず

つ感じられる今日この頃、満開が楽しみです
ね。
　3月25日東京五輪の聖火リレーが、福島の
サッカー複合施設「Ｊヴィレッジ」でスタート
しました。2011年サッカー女子Ｗ杯優勝メン
バー「なでしこジャパン」のメンバーが第1走
者となり、桜ゴールドのトーチは、素材の一部
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に東日本大震災の復興仮設住宅のアルミ建築の廃材
が再利用されています。
　聖火は、全国47都道府県859市区町村を周り、約1万
人のランナーが121日間をかけ、7月23日に東京・国立
競技場で行われる開会式に向けてつないでいきます。
福井県に聖火がくるのは、2021年5月29日ごろの予定
です。鯖江市はこの日の聖火リレーの最後で、ゴール地
点の西山公園では聖火の到着を祝うセレモニー「セレ
ブレーション」が開催される予定です。今から、楽しみで
すね。
　さて、東京ＲＣが日本初のロータリークラブとして
1920年創立されて101年、鯖江RCも誕生して61年目
であります。コロナ禍により、ロータリークラブの環境も
少しずつ変わろうとしています。地区のスローガン（ロー
タリーの原点に返る）はまさにこれからのロータリーク
ラブの未来を考えるのにぴったりのスローガンだと思
います。
　オリンピックは“５つの輪”ですが、ロータリーにおけ
る“５つの輪”とは五大奉仕であります。
クラブ奉仕とは
　クラブの質を向上させるために各会員がとるべきク
ラブ内外での行動です。
職業奉仕とは
　ロータリーの根幹となるのが、職業奉仕です。職業倫
理を高める内なる奉仕（自己研鑽）と、自己の職業を通
して他者（お客様、従業員、協力会社）へ奉仕する外へ
の奉仕があります。
社会奉仕とは
　地元の地域社会への奉仕活動です。何処かの団体に
お金を寄付するということよりも、自分達の身体を使っ
た行動する奉仕活動が望まれます。ただし、災害時には
クラブ内で義援金なども集めています。

国際奉仕とは
　他国の人々を助けることを目的とした奉仕活動です。
会員の国際理解、親善、平和を推進する目的もありま
す。各クラブ独自に活動を展開しています。
新世代奉仕
　次世代を担う若人たちを色々な面で応援・育成する
活動　各クラブは、奉仕の精神と国際理解を新世代に
付与（ふよ）するため新世代奉仕活動プログラムである
インターアクトクラブ（12 ～ 18 歳）とローターアクトク
ラブ（18 歳～ 30 歳）を提唱し、設立できます。
五大奉仕と共に、人間が共に幸福に生きていくために
は、「他人への思いやり」と「助け合い」が不可欠です。
ロータリーでは、この２つの言葉を行動で示すという心
がけを常に持ち続けることを提唱しています。
　今後も鯖江RCが80年、100年と続いていくように、未
来に向けてそれぞれの奉仕活動をつなぎ、ひろげてい
こうと言う事が大切です。現在は変化の激しい時代を迎
えています。RIの方針も変わりつつあります。いろんな
変化に対応し、守るべきものは守り、変えるべきものは
変えて、鯖江RCとして確固たるアイデンティを持ち、持
続可能なクラブとして進化していきましょう。
　そのためには、一人ひとりが「Join Leaders」（参加し）
「Exchange Ideas」（議論し）「Take Action」（行動する）
が大事だと考えます。各ロータリアンの歯車の形や大き
さは違っても、他の歯車によって回されるのではなく、自
ら歯車を回し、次の歯車を回す。そんな歯車がつながっ
て行くことにより、さらに広く大きくロータリーの歯車が
回って行く。今年のオリンピックの年に、改めてオリンピ
ック精神「参加することに意義が有る」を実践し、「会員
一人ひとりが主役」で、“つなげるため、ひろげるため”に
皆が行動するクラブであるよう頑張っていきましょう。
ご清聴ありがとうございました。
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良いことがありました

吉田　俊博
プログラム委員長

幹　事　報　告

梅田　吉臣　プログラム委員長
　本日は、鯖江地区まちづくり応援団代表橋本様よ
り、「鯖江狂歌作品コンクール」についてお話いただ
きます。
　鯖江公民館の中に、色々句が書いてありますので、

興味のある方はお立ち寄りいただいて、ほほえましい句を詠んでいただきた
いと思います。では、橋本様どうぞよろしくお願いいたします。

卓話者　鯖江地区まちづくり応援団
　　　　代表　橋本　國宏    様
テーマ　「さばえ狂歌作品コンクールについて」
　「鯖江地区まちづくり応援団」について
　福井県は、気候・風土を始め、歴史・農水産・伝統

工芸等、他県にはない素晴らしいものが多くあります。中でも鯖江は「めがね
のまち」として全国的に有名な事は皆さんご存知の通りですが、文化や歴史も
掘り起こして発信すれば「鯖江」の名を、素晴らしさを、もっともっと、知らせる
事ができる。そして、「まちおこし」が出来ると、取り組み始めました。
　そこで、西山公園は『歴史公園１００選』に指定されており、春は桜、初夏
のつつじ、秋には紅葉、冬は雪景色と四季折々に楽しめる素晴らしい公園で
す。この公園を切り開いたのが、鯖江藩第７代藩主『間部詮勝公』でした。
2020年(令和2年）に鯖江藩が誕生して丁度300年となりました。
　　鯖江藩と間部詮勝公
　　　1720 享保5年9月間部詮言鯖江藩主に
　　　1804 文化元年2月間部詮勝生誕
　　　1814 文化11年9月鯖江藩７代藩主に
　　　1826 文政９年6月奏者番
　　　その後要職歴任寺社奉行→大阪城代→京都所司代
　　　1840 天保11年1月老中（西の丸）
　　　1843 天保14年9月老中辞任
　　　1853 嘉永６年6月黒船来航
　　　1856 安政３年嚮陽渓造園
　　　1858 安政５年6月老中→老中首座
　　　1859 安政６年12月老中解任
　　　1884 明治17年11月逝去（８１歳）
　『間部詮勝公』が1度目の老中をした折、城を築城することが許され5000
両を下付（現在の5億円）されましたが、領民が農作物の不作で苦しんでいる
時に城を立てる状況でなく、領民のために使い、城建設の計画地を殿様自ら
鍬を持ち開墾し、嚮陽渓と名づけました。（自然に親しみ、陽に嚮って（むかっ

瀧ヶ花　秀晃　幹事
　先週の移動夜間例会にご出席いた
だいた皆様、ありがとうございました。
　4月4日に京都に於いて地区大会が
行われますけれども、コロナ禍でありま

すので、会長と私幹事の2名で参加させていただきます。当日、ラ
イブ配信がされますので、商工会議所1階にて視聴したいと思
いますので、是非ともお集まりください。例会終了後、ご案内文を
出させていただきますので、よろしくお願いいたします。
　時間は12時25分～15時25分です。

て）、常に明るく、いつも隣人を愛するという意味で
す）現在の嚮陽会館はそこから名が残っています。

取組み１．「さばえ狂歌作品コンクール」
◎2度目の老中になるまでの間15年間ありましたが
その間にアメリカよりペリーが黒船で浦賀沖に来航
して日本に開国を迫り、世の中が騒然となりました。その時に詠まれた有名な
狂歌が「泰平の眠りを覚ますじょうきせんたった四はいで夜も寝られず」です。
この歌は間部詮勝が詠ったと、神奈川県横須賀市のペリー公園にある歌碑に
記されています。
　そこで、『鯖江地区まちづくり応援団』はこの事を基に2016年（平成28年）
11月から「さばえ狂歌作品コンクール」として全国から狂歌を募りました。
　第1回目：平成29年応募総数161首　第2回目：平成30年応募総数310首
　第3回目：平成31年応募総数442首　第4回目：令和2年応募総数623首
※第1回から3回の狂歌を冊子に編纂・「さばえ狂歌発祥の地」記念碑設置。
※西山公園や鯖江公民館に「青鬼ポスト」を設置、広く応募を募る。

取組み２．「３８ 鯖の日ＳＡＢＡＥの日」
◎さらに、鯖江市は全国の市町村の名前で魚のサバ
がつくのは鯖江市だけです。「鯖江はサバだ！！」そこ
で、3月8日をサバの日とし
2018年第1回『３８　鯖の日　SABAEの日』は、丸焼きサバ・焼きサバ寿司・
棒サバ寿司・ヘシコおにぎり販売で、「らてんぽ」で開催されました。
2019年第2回『３８　鯖の日　SABAEの日』は、会場が鯖江公民館に。
2020年第3回『３８　鯖の日　SABAEの日』は、コロナ禍の為中止！！
2021年第4回『３８　鯖の日　SABAEの日』は、丸焼きサバ・サバ缶詰め合
わせ、数量限定、テイクアウトのみ
サバ職を食べる運動を起こしています。（県内では、大野の半夏生、小浜のサ
バまつりと併せて、サバ食で皆が元気に活躍する県にしていきたい。）

取組み３．「さばえのすごろく製作」
◎また、さばえの名所旧跡等、鯖江を紹介する「さばえのすごろく」の製作にも
取り掛かっています。
鯖江の名所・旧跡・偉人の足跡を知ろう

さばえ地区まちづくり応援団

橋 本　國 宏　様 「さばえ狂歌作品コンクール」


