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幹　事　報　告

野中  敏昭　会長
　皆様こんにちは。
本日は、６月１９日。
もうすぐ夏至です。夏
至には「日長きこと至

る」という意味があり、日本を含む北半球では
一年のなかで最も昼の時間（日の出から日の
入りまで）が長くなり、太陽の南中高度が最も
高くなる日です。
　一方、南半球では逆に一年のなかで昼の時
間が最も短くなります。太陽のパワーを体いっ
ぱいに吸収し、コロナウイルスを吹き飛ばし
てください。
さて、最近思いますに、渋沢栄一氏の職業奉
仕論とロータリーの「Service Above Self（超

ロータリーソング

卓話

会 長 の 時 間

我の奉仕）」と考えが同じであるのではないかと わたく
し考えます。
　2008 年のリーマンショック以降、企業に公共性・社
会性を期待する声が世界で広がってきました。昨年か
らの新型コロナ危機で、それは一層強まっているので
はないでしょうか。
　企業が公益を第一とすべきことを、恐らく世界の誰よ
りも早く説いた実業家が、日本資本主義の父、渋沢氏で
しょう。渋沢氏の「道徳経済合一説」とはどういうものな
のでしょうか。一言で言えば「道徳と経済は本質的に一
致する」ということです。
　「道徳」には、消極的道徳と積極的道徳があります。
消極的道徳は「為なすべからざることをするな」という
ことです。コンプライアンス（compliance　法令遵守）と
か、企業倫理といったものを連想させます。積極的な道
徳は「為すべきことをせよ」ということです。使命とか志
とかに当たります。
　「経済」という言葉にも二つの意味が渋沢の用語に
はあって、一つは富とか利益、もう一つはそれを生み出
す事業活動を指します。
　こうした意味をとらえた上で、「道徳経済合一」なので
すが、渋沢は『論語』を一番大事な愛読書にし、儒教を
信奉していました。「道徳経済合一説」は、渋沢氏による
独特の儒教解釈だと言われています。
　普通は、道徳と経済は矛盾すると考えるのが常識で
す。その上で「矛盾はするが、その間に折り合いをつけ
て、バランスをとらなければいけない」と言われます。
つまり、もうけようとあまり思いすぎると道徳が立たなく
なるし、道徳、道徳と言っていても、もうからなくなる。　
しかし渋沢は、道徳と経済は、本質的に一致すると言っ
ています。道徳と経済とは紙の裏表、表裏一体だ、とい
うことです。その表裏一体だという時に二つの見方があ
ります。

　一つは道徳の側から経済を見ます。「道徳なくして経
済なし」ということです。これを“道徳＝経済説”と、私は
呼んでいます。もう一つは経済の側から見ます。「経済
なくして道徳なし」です。こちらは“経済＝道徳説”です。
この考え方に渋沢の独特のところがあり、ここが最もロ
ータリアンと通じるところではないか、と思います。結局
、ただ「公益第一」「博施済衆」と言っているだけでは、
本当にそれが大事であるということがクローズアップさ
れない。むしろ「公益第一、私利第二」と第二に私利を
持ってくる。私利も大事なのだと言うことによって、公益
の重要さが際立つということです。まったく同じことは
ロータリーの第一標語「Service Above Self（超我の奉
仕）」と言い換えても成り立つと思います。Service 第一
である、しかしAbove Self ということは、そこにしっかり
としたSelf がある。きっちり利益を上げて、幸せな生活
をしている自分というものがある。その自分を実現でき
て、さらにその上にもっと大事なものとして、Service と
いうものがある。
　皆さんがすでに実践されていることではありますが、
今日お話ししたような事柄、つまり明治の初めに渋沢
栄一氏が説いた「道徳経済合一」というまた別な立場
から、いままでとは違うレンズでご覧になって、何か感
じていただけることがあれば、大変うれしく思います。
　ご清聴ありがとうございます。

瀧ヶ花　秀晃　幹事
　6月25日（金）の最終夜間例
会は18時30分より、会場は
「富士屋会館」に於いて行いま
す。

　本日が出欠返事締め切りですので、まだお返事いた
だいていない方は、例会終了までにお知らせください。

福井東RC会長・朝倉遺跡保存会

岸 田  清   様
「発掘整備50年から見た戦国城下町」 最 終 夜 間 例 会

会場：富士屋会館
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　吉田　俊博　
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朝倉遺跡を語る機会を頂き感謝申し上げます。

会長として（お昼の例会）最後となりました。来週の夜間例会よろしくお願いします。岸田さまの卓話を楽しみに

岸田さまの卓話に期待して

岸田氏の卓話を楽しみに

岸田会長の卓話を楽しみに
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最終例会欠席します

会長幹事1年間お疲れ様でした

ちょっと早いですが会長幹事1年間お疲れ様でした。会長挨拶大変良かったです

先日誕生祝いをいただいて

委　員　会　報　告

梅田　吉臣　プログラム委員長
　岸田様のプロフィールについて、少し発表させて
いただきます。1947年一乗谷で生まれ育ちました。
現在、47年にわたる遺跡の発掘や、観光PRに努めら
れ、協会の発展に努められており、その間の事業に関

しまして知事より「功労者表彰」や、日本観光振興協会から「観光事業功労者
表彰」を受けられております。2008年より現在一般社団法人朝倉遺跡保存会
会長をされておられます。昨年の「麒麟が来る」で朝倉氏遺跡が脚光を浴び、
当時の朝倉氏の在り様についての講演依頼が多く、日々お忙しくされており
ます。現在は福井東RC会長を務められておられるなど、お忙しい中時間を割
いて鯖江クラブの卓話に来ていただきました。
　NHK福井火曜と木曜の7時少し前、ジェッツと一緒に、会長が鎧兜姿で大き
な刀を振りかざす姿が見られると思いますので、ご覧ください。

卓話者　福井東RC会長・朝倉遺跡保存会
　　　  岸田　清　様
テーマ   「発掘整備50年から見た戦国城下町」
　朝倉氏は、1471年初代孝景公から五代義景公迄、
103年間続いていました。下城戸～上城戸迄1.7Km

の城下町ですが、皆さん朝倉遺跡に来た時は、車でピューッとまっすぐ来てし
まうと思います。が、一度下城戸に立ち寄ってください。本来の道路がここにあ
ります。このように40ｔから45ｔの石が積まれた石垣が残されていて、ここか
ら場内へ入って行ったのです。また、そこから1.7Kmさかのぼって、一乗小学
校前付近に上城戸が整備されています。そこには石の階段があったのですが
、残念ながら猪に発掘されています。
　朝倉の時代の都は、京都です。京都の人口は日本で1番、2番目は大阪の堺
市でした。誰も信用しない3番目が、朝倉の大都市です。悲しいかな高速道路
を走りますと、敦賀と滋賀の県境に刀根があります。刀根坂の戦いで2万数千
～2万5千の軍勢を連れて織田軍と戦い、17名だけが残りました。そうしたら、
一乗谷に住んでいた住民に全国に散るよう命じられました。なぜなら、「比叡
山の焼き討ち事件」の二の前になると思われたからです。散って正解で、織田
軍勢「柴田勝家」がやってきて、一乗谷中焼き払われました。「道福千軒八地
千軒」三日三晩燃え尽きたそうです。
　火が治まっても誰も戻ってこれませんでした。柴田勝家が福井に居るもの
ですから。新潟に越前浜という地籍が残っています。逃げた住民がそこに住ん
だと思われます。そこの小学校は越前小学校と言います。誰も帰ってこない一
乗谷は、400年間埋もれたままになっていました。
　昭和42年から発掘整備が始まりました。昭和46年に「特別史跡」に指定さ
れ、今年50年になります。「諏訪館跡庭園発掘作業」ですが、石に3人の法名
が彫ってあったので、お墓かと思っていたのですが、素晴らしい庭園が出てき
ました。次に湯殿跡庭園ですが、平山郁夫さん、岡本太郎さんが絶賛したとい
う庭園です。ただ残念なことに観音堂だったのは分かっていますが何代目の

当主が何のために建てたか等の記録が一切残って
いません。今、3つの節があります。　①湯殿というの
で、健康ランドのようなお酒とお風呂でゆっくりくつろ
げる場所　②湯ならお茶なので、お茶をたしなむと
ころ　③お館様の屋敷が下にあるのに風呂入ったり
お茶をしたりしないだろう、重要なお客様に1段高い安全な場所でくつろいで
もらう場所。という説があります。
　南陽寺跡庭園は、3代政景が足利義明を招いて歌会をした庭園です。土を
取っただけでこのような庭園が出てきました。
　義景館跡庭園は、3ｍ以上掘っています。特徴は石畳が敷いてあります。特
徴は、三国の東尋坊にある安島石が7個使われています。どうやって三国から
運んだというと、新しい資料館が来年秋に開館します。49億8千万円かけて
造っています。その中に川港がそのまま見られます。
　今の4つの特別庭園が、特別史跡・特別名勝と二重指定されました。京都の
金・銀閣寺、奈良の平城京、広島の厳島等全国10か所です。また、発掘して
170万点出ていますが、その中の2343点が国の重要文化財を受けて、この
重要文化財を入れると、「国の三重指定」となり、京都の金・銀閣寺、醍醐寺・
三宝院庭園、平城京・東院庭園、厳島、一乗谷朝倉氏遺跡の6か所だけです。
　「朝倉英林壁書」朝倉孝景条々17カ条には、今も通じる知恵があります。
1　上司は部下に好かれて上司　　2　部下の適材適所を見分ける
3　職員の前で足を止め声かけ　　4　仕事に応じて賃金払え
5　跡継ぎは能力のある他人に　　6　占い呪いは信用するな
7　高価な槍1本より安価な100本   8　馬に水だけで食べる訓練をしろ・・・
など、現代の我々にも素晴らしい教訓となります。
　日本で最古のものが2つあり、1つは花壇です。ハギ・サンショウ・ヤマブキ・
ナンテン・ガクアジサイ・シャクヤク・ボタンの種類があって、1年中楽しめるよ
うになっています。もう一つは将棋駒「酔象」が174枚出土しました。「酔象」が
相手の陣地に入ると「太子」になり、延々と続くのです。
　発掘のきっかけは、農地改良でした。整地しようとしたら、出てくるわ出てく
るわなので整地を止め、福井市長が「君、辞表を持って知事に直談判して来
い」と言って、決死の覚悟で整地差し止めの印鑑を貰ったそうです。
　福井東RCも朝倉遺跡を宝として、お堀に鯉を45匹、館の上に看板設置、認
知症に対応したオレンジのライトアップを行いました。
　発掘作業には、地元の女性や高齢者を沢山雇い入れました。今思えば良か
ったです。この辺の田んぼは多くて6～7反、農機具も買えません。遠い会社に
勤めて給料を足さないと生活できないからです。
　鯖江RCの皆様にはご支援を賜りますようお願いいたします。

　　

大橋　良史　親睦委員長
　先ほど幹事がご案内した通り、6月25日18時30分
より「富士屋会館」の２階に於いて「最終夜間例会」
を行います。現在のところ、２４名の例会出席お返
事をいただいております。まだお返事いただいてい

ない方は、本日中にお願いいたします。
　尚、お弁当を注文いただいた方は、最終例会終了後にお渡しする予定でお
りますので、お持ち帰りください。
　感染対策は充分にさせていただきますので、ご出席くださいますようお願
いいたします。

福井東RC会長・朝倉遺跡保存会

岸 田  清   様 「発掘整備50年から見た戦国城下町」


