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会　長　大 島　恒 彦

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「クラブの改革」と「人道奉仕」

開 会 点 鐘

四 つ の テ ス ト

国 歌 斉 唱

ロ ー タ リ ー ソ ン グ

僕のRC、私のRC、みんなのRC

会 長 の 時 間

幹 事 報 告 等

閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所３階中ホール

できることから始めてみましょう

出席率62.8％
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 5/25(金)5月第2例会5月第1例会
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例会報告

第2847回
   5/18(金) 5月第3例会

点鐘：12:30点鐘：12:30

 会 長 の 時 間

  大島  恒彦    会長
　「忘れていた」では済ま
されない災害時のトイレ
事情という記事が出てい
ましたので紹介します。
「飲み水は給水車の水を、

お風呂は我慢できるけど、まさかトイレが流せなく
なるなんて・・・」のサブタイトル付です。
　大災害でまず思いつくのが地震ですが、地震以
外にも洪水、大寒波、土砂崩れ、地盤沈下、大型台
風、竜巻などが有ります。過去の大災害などでも、
避難所の水洗トイレを沢山の人が使用して、すぐ
に詰まってしまった実例が多数報告されているほ
か、水が流れない、下水が破損している場合が多
いため避難所の指定をされている施設などでは、
緊急時には、既存のトイレの使用を禁止している
ところが多い事を周知しておく必要があります。
また、被災地周辺では支援物資の食糧などが優先
されるため、トイレはいつも後回しになっているの
が実情で、１週間以上も仮設トイレすらない生活
を送っていた例もあります。また各家庭でも大災害
の際は、まずお風呂の残り湯などでトイレの水を
流し、自宅敷地内で漏れだすことが無いかの確認
が必要です。一方マンション等の集合住宅では階
下のお宅への影響も配慮しなければいけません。
始めは順調に流れていても徐々に詰まり始める事
もあるそうですからしばらくは注意が必要です。
　1回にトイレで使用する水の量は5～6ℓだと言
われています。一人当たり1日5～6回トイレに行く
と考えますと、1日のトイレで30ℓの水を使う事に
なり、4人家族だとした場合最低でも120ℓの水が
必要になります。お風呂に水を貯めて置いても2日

会 長 挨 拶

卓話卓話

テーマ

ロータリーソング

「奉仕の理想」

瀧谷えみ子ソングリーダー

点鐘：12:30

僕のRC,私のRC,みんなのRC
黒田　敏夫　会員
　RCに入会して32年に
なります。今年64歳にな
りますので、人生の半分
はRCに在籍したことにな
ります。私の入ったころ、

RCは奉仕団体ではありませんでした。例会に出る
こと、四大奉仕事業に出ること等、活動を通して
RCを学ぶところでありました。ですから、出席を
非常に重視し、9割以上の出席率は当たり前、毎
回メーキャップも10人程来られました。弁当の数

テーマ テーマ「新 近松ものがたり ～
近松門左衛門が生まれ育ったまちさばえ」　

林 哲治  様・丹羽 陽祐  様
さばえ近松倶楽部 代表        鯖江市 教育委員会 文化課

「北陸の民謡」

福   岡　賢   二 　様
越中おわら愛好会 代表

結　婚　祝　い

誕　生　祝　い

牧野　友美 　会員
堀江　邦旺 　会員
窪田　健一 　会員
桑原　重之 　会員
清水　康弘 　会員
吉田　俊博 　会員

田村　康夫　会員　　岩尾　顕治　会員
川上　勝義　会員　　榊原　広輝　会員

が足りなくて、店屋物を後ろでコソコソ食べてい
た思い出があります。今は、RCは奉仕団体だとい
う人が多くなり、大変残念に思います。RCで学ん
だ事を、地域で実践していくのが本来の姿かと思
います。どうぞよろしくお願いします。

足らずで無くなってしまう計算になります。地震で
断水になったとしても、トイレが壊れていなければ
何とかなると考えるのは大きな間違いです。トイレ
を我慢することで、体調不良の原因にもなります。
本当にトイレに困りたくなければ、各自で準備する
ほかありません。ネットで調べてみますと、いろん
な緊急用トイレが市販されていますので災害に備
えて用意されていかがかと思います。
　実際に東日本大震災を体験された方が現在も
心がけてしている事は「３つの満タン」です。飲料
水の満タン、お風呂の水満タン、クルマのガソリン
満タンです。お風呂の水は手洗いやトイレを流す
事に使用できますし、ガソリンは今年の冬で経験
済みだと思いますが、ガソリンが不足して給油で
きずクルマが使用できず大変困った事から、この
方はガソリンが半分になったら給油することを心
がけているそうです。あらゆる災害に備えて準備を
しておくことは、大切な事だと思います。

クラブ協議会

未定

勤　続　表　彰

堀江　邦旺　会員
吉田　俊博　会員
小山　俊明　会員
笹尾　昌敏　会員

瀧ヶ花 秀晃 　会員　　
橋本　政宣 　会員　　西尾　俊一 　会員　　
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1.父の葬儀では大変お世話になりました
2.委員長会議ありがとうございました
3.卓話を楽しみに
4.結婚祝いをいただいて
5.尼崎に行ってきました
6.44年間の出席に感謝して
7．いいことがあります
8.遅刻しました。申し訳ありません
9.早退させていただきます

小計 ￥       78,000　　
累計 ￥  1,230,000

にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年5月のレートは、1ドル＝108円です
（5月レート適用は、5月1日（日）以降に弊局口座へ着金対象）
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編集：クラブ広報委員会

テーマ卓話

大島　恒彦　会員
酒井　芳則　会員
堀江　邦旺    会員
齋藤 多久馬   会員
佐野　直美　会員
窪田　健一　会員
橋本　政宣　会員

清水　康弘　会員
吉田　俊博    会員
牧野　友美　会員
梅田　吉臣　会員
増永　英彦　会員
黒田　敏夫　会員
馬場　一彦　会員

「新 近松ものがたり ～
近松門左衛門が生まれ育ったまちさばえ」　林  哲治   様・丹羽  陽祐   様

さばえ近松倶楽部  代表     　　     鯖江市  教育委員会  文化課

　「ちかもんくんクラブ」の林哲治です。クラブの1番
のねらいは、近松と親しみ、文化活動を鯖江市民と
して応援していきたいということです。
　先日、丹南ケーブルで「近松門左衛門鯖江生誕
説」について話をしまして、どの辞書や文章を見て
も鯖江で育ったことが証明されていました。生まれ

については、近松門左衛門のお父さんが鯖江藩家臣であったことから、近松
門左衛門は鯖江の吉江藩で生まれ、育ったとされる説が有力であります。生
まれ育つことで、何か影響があるかとよく言われますが、鯖江で生まれ育っ
たという事は、「世界に誇る近松文学を、鯖江の風土や人間関係が支えた」
ということです。ですから、もっと大きな声で「近松門左衛門鯖江生誕説」を
押し出してよいと思います。広く皆様に広げていったら、宮沢賢治生まれた
岩手県花巻市のように、「宮沢賢治童話村」のように、門左衛門記念館・人形
浄瑠璃文学館等鯖江の街起しにきっと役立つと思います。どうかよろしくお
願いします。
　実は、三好教授が提唱するまでもなく、私は鯖江で生まれ育ったものと
思っていました。昭和30～33年頃、「杉森家家系図」が見つかり、杉森信義
（門左衛門の父）の次男「信盛」（門左衛門）が誕生と記されています。近松の
父である杉森信義は福井藩第三代藩主松平忠昌に仕え、忠昌の没後はそ
の子松平昌親に分知された吉江藩（現在の鯖江市）で藩主昌親に仕えまし
た。近松の生誕年は1653年ですが、昌親の吉江への入部は1655年でして、
昌親と家臣団は吉江以前は福井に居住していたと考えられ、昌親に仕えた
信義の子である近松も、福井市生まれとされていました。しかし当時の福
井藩に関する資料の調査では、昌親は1646年から江戸に在住し、その家臣
団は藩主昌親の吉江入部以前、既に吉江に移って藩政に関わる執務を行
っていたことが明らかとなっておりまして、よって信義も他の家臣たちとと
もにこの時期から吉江に在住し、近松は吉江すなわち鯖江市で生まれた説
が有力となりました。次々と発見されるお寺の過去帳や資料のどれを見て
も、この家系図とピシャッと一致していますので、門左衛門が鯖江の吉江で
生まれ育ったことを確信しております。
　1645年松平光道公が福井藩主になり、息子兄正勝に松岡藩5万石、弟昌
親に吉江藩2万5千石を分封しました。吉江藩というのは、あんまり歴史が
ありません。それは、松平昌親公が大変優秀なため、次の福井藩主となりま
すので29年間しか吉江藩主でありませんでした。しかも、吉江という所は浅
水川の氾濫の為、川の下に吉江藩が沈んでしまいました。（今の自衛隊辺り

まで吉江藩があった）大正時代に歴史を知らずに埋めてしまいました。
福井工大の吉田先生が、吉江神社の瓦を見て「こんな素晴らしい文化財が
野ざらしになっている」とビックリしたそうです。29年の歴史というと、平成
と同じ位の歴史ですが、松岡の方は、76年の歴史があります。
　松岡の方には資料がたくさんそろっていて、
1645年に正勝公が10歳で松岡藩主に命ぜられ、
昌親公は5歳で吉江藩主に命ぜられていること。
1648年松岡に「御館」を造ることになり、1653年大
手口（中心部）が完成し、同年藩主館や家中屋敷な
ど城下町が完成しました。1654年に昌勝公を江戸
からお呼びして、松岡藩がスタートしました。（任命から9年経過）ですが、吉
江藩の方はよくわかっていません。1651年に光道公と昌勝公と昌親公が一
緒に日光に行っているんです。当然情報交換をしていますし、福井工大吉田
教授によりますと、ほとんど松岡藩と吉江藩の残った建物は構造的によく
似ているとおっしゃっています。「七曲り」のようなものも松岡にあるそうで
す。ところが、1655年に昌親公が吉江藩に入ってきたときは、門左衛門の父
の名前も載っていたので、門左衛門は福井藩で生まれたとされていました

が、とんでもない、1645年藩主に命ぜられてから全
部に囲いを作って、「御館」を造り領民や百姓に田
地を入れ替えさせるだけで、5年はかかります。
凡の酒屋さんの所に湧水があり、そこを中心とし
た街並みを作っていて、相当の準備を終えてから、
お殿様が入部するという順になっていますので、

家臣が殿様と一緒に吉江藩に入るなど、ばかなことはありません。家臣は
殿様を迎えるために、9年間必死に働いて吉江藩を造りました。当然、門左
衛門は1653年に、吉江で生まれたということです。
　越前国吉江より江戸へ入る女性の証明文が、新居関所（静岡県浜松市）
に残っていました。
　越前国吉江より江戸江罷通女の事
1.38歳の女1名　1.30歳の女1名　1.18歳の女1名　1.23歳の女1名　
右の女共は松平兵部大輔母儀召仕にて御座候間、江戸兵部屋敷迄差越参
御関所無相違御通行成可被下候為後日証文の如件
　松平兵部大輔内　高屋善右衛門　皆川左京
承応3年　佐橋甚兵衛　殿
　　　　  三宅半七郎　殿

幹　事　報　告

次年度　インフォメーション
牧野　友美　副幹事
　5月18日（金）例会後、次年度理事会を開催いた
しますので、よろしくお願いします。

川手　博明　幹事
①尼崎東RCとの姉妹クラブ締結：増永会員・牧野
会員と私の3人で尼崎へ行ってまいりました。向こ
うは創立記念特別例会でしたが、急遽プログラム
変更をいただき、鯖江RC挨拶・合併の説明をさせ
ていただきました。姉妹クラブについて説明後、調

印までの話をいたしました。鯖江から出向いていただいたという事で、今
年度調印（旧鯖江北RCに準ずるお付き合い）を6月20日（水）尼崎東RC
例会場で行います。当日は何名かの方 と々臨もうと思いますので、よろし
くお願いします。正当性をこの後の理事会にて確認いたします。
②今年度中、事務局の全面禁煙：3月に皆様へ話をしましたが、反対意見
はありません。モラルや、暗黙の了解という形で行いたいと思います。
③最終例会の素案：大まかに出来ておりますので、理事会に諮ります。
④今月24・25日に姉妹クラブである村上RCに、5名が訪問します。それな
りに恥ずかしくない対応でお願いします。
⑤6月19日にタマンRCのイスカンダール・マキコさんが名古屋RCに来ら

委　員　会　報　告
佐野　直美　親睦委員長
　5月20日のバーベキュー大会に、沢山の方がご参
加お返事をいただき、ありがとうございます。
5月20日9：30に鯖江商工会議所をバスが出発しま
すので、9：20までに集合してください。11：00からバ
ーベキュー開始、14：00～14：30スキージャム出発

の予定です。入浴希望の方は入浴準備をお願いします。

れます。次年度会長が是非懇談したいと言っておられましたので、「19日
の前後に大阪か名古屋で」という事で詰めております。懇談の中身につ
いては、次年度理事会の中で決めていただくようお願いします。向こうに
は、お礼の挨拶を一度したいとしか伝えておりませんので、次年度理事会
でご確認ください。


