
 

 

 
 

 

「吉崎語り部の会」研修会『紅葉の舞鶴市へ・・・』 

１１ 月８日（土曜日）、地域のガイドさんの案内で観光を楽しむツアー「吉崎語り部の会」

研修会『ボランティアガイドによる紅葉の舞鶴市観光』に参加いたしました。 

北陸道から舞鶴若狭自動車道を一路紅葉の進む丹波路へ、古代より奇勝・名勝として知られ

る日本三景の一つ『天の橋立』を訪れました。平安時代の百人一首にも詠まれ、さすが日本三

景の一つ、その名に恥じない絶景でした。午後は、細川幽斉・忠興親子ゆかりの城下町西舞鶴

市内で、舞鶴観光ガイドボランティア「けやきの会」の真下さんと待合せ、日本 古の国際貿

易港であり海軍によってもたらせた恩恵を歴史の背景とし、悠久の歴史を偲ぶ古代ロマンの拠

点港を訪れ、ノスタルジックな赤レンガ倉庫が建ちならぶ舞鶴赤レンガ倉庫８棟（国の重要文

化財）を案内いただきました。五老ヶ岳では、美しく広がるリアス式海岸の舞鶴湾や舞鶴市内

が一望でき「近畿百景第１位」に選ばれている素晴らしい景観を楽しみました。 

また、もみじ寺と呼ばれる金剛院は、「金剛院京都府歴史的自然環境保全地域」に指定され

ている山の中の閑寂な地にたたずみ平安時代初期に建てられ本堂や三重塔が今に残り、この寺

の隆盛ぶりが偲ばれました。晩秋の丹波路、優しい旅でした。 

地元ガイドさん案内で、歴史を辿ってみるのも旅の楽しみの一つです。旅の魅力が何倍にも

なり、見るもの一つ一つが違って見えてきますね～。         板谷 
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            ご協力宜しくお願いします。午前９時からです。   

赤れんが・海・港 

舞鶴 



 [2] 

吉崎公民館だより 

Yoshizaki Kouminkan 

 

 

１１月４日（火曜日）、吉崎小学校・幼稚園による秋季マラソン記録会が行われました。 

この日は朝から天候に恵まれ絶好のマラソン日和となりました。 

幼稚園児と１年生は初めての大会となります。全員完走を目指し一生懸命走りきりました。 

大きく自己記録を伸ばした児童、 後まであきらめない気持ちを持ち走った児童、走る楽し

さや 後まで諦めない強い心を、これからも大切にして欲しいと思います。 

素晴らしいマラソン記録会でした。 

応援に駆けつけた父兄や、沿道で声援を送っていただいた近所のおじさんやおばさんたち、

交通安全に配慮し、協力していただいた区民のみなさん有難うございました。 

 

 

11 月４日（火曜日）、吉崎小学校児童・幼

稚園児・先生たちと新しく整備された馬場大

路を歩きました。 

馬場大路は、吉崎小学校前から国指定「吉

崎御坊跡」までの約４５０メートルを云いま

す。 

蓮如上人が滞在したころ、多くの人達が往

来したであろう昔日に想いを馳せながら歩く

と、馬場大路に残されている大きな古木からも古ロマンを感じられ先人たちが築きあげてきた

歴史や文化を発見することができます。児童たちが学校の裏に知らない道があったように、児

童たちと一緒に歩き、風景などを楽しむことで馬場大路の魅力を再発見することができると思

います。 

『馬場大路を歩く』 

『 後まであきらめない強いこころを・・・』 

秋季マラソン記録会 

保護者の応援の中、生徒たちは元気に走りきりました！ 
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わくわくフェスタ 

１１月７日（金曜日）吉崎小学校で、

恒例の楽しいわくわくフェスタが行わ

れました。幼・１年の詩の発表、２、

３年の詩の暗唱、歌と合奏、５，６年

からは素晴らしい野鳥観察の報告や英

語劇発表［Ｐｅａｃｈ Ｂｏｙ］など

ありました。 

ランチタイムは体育館で、先生と児

童が二日前から仕込んだ「おでん」を

ＰＴＡや父兄、みまもり隊の皆さんな

どと一緒にいただきました。少人数な

らではのアットホームな雰囲気での中で、とても楽しい時間を過ごしました。また、おみやげ

に中屋校長先生が用意された銀杏をいただきました。 

『ちょんまげ侍、吉崎小学校訪問』 

１０月８日（水曜日）、ちょんまげの侍姿で日本列島

を徒歩で横断中のニューヨーク在住のパフォーマー渡

辺好博さん（東京サーカス団長）が天下統一をもじっ

た「あなたの笑顔が美しい、天下笑一」と手書きした

ノボリを手に吉崎小学校・幼稚園を訪れ笑顔を届けま

した。６月 15 日に北海道宗谷岬をスタートして４７

都道府県を全て徒歩で横断し１１月中旬までにはゴー

ルの故郷の長崎を目指しているそうです。 

旅の目的は「日本は暗いニュースが多いけれど、パ

フォーマーとしてみんなに笑ってもらうことによって、

少しでも日本を明るくしたい！また皆の喜ぶ顔がうれ

しい！」と、はじめは幼稚園児と記念撮影、 後は生

徒全員が集まり写真をとったり歓談をしたり短いなが

らもたくさんの笑顔に触れた楽しい時間となりました。

これからも出会いを大切にして・・お元気で旅を続けてください！応援しています。 

イノシシが出没！ 

１１月に入ってから整備した馬場大路で、

イノシシが出没したと思われる痕跡がありま

す。 

イノシシは、夜行性で、主に夜、早朝に活

動しています。非常に神経質で警戒心の強い

動物です。普段より見慣れないものなどを見

かけると、それをできるだけ避けようとする

習性があります。非常に突進力が強く、ねぐ

らなどに不用意に接近した人間を襲うケース

も多いので、見かけた際には目を合わさず慌

てず行動してください。 
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御山掃除 

１１月２日（日曜日）、早朝より区民

総出で吉崎御山の清掃が行われました。

当日は雨が降ってくる不安定な天候の

中、べブラや竹ぼうき、草刈カマを持

って集まり、落葉集めなどに汗を流し

ました。 

皆さんのご協力で、御山が短時間で

見違えるように綺麗になりました。ご

協力ありがとうございました。 

 

あわら市民スポレク祭グランドゴルフ競技大会 

１０月１９日（日曜日）秋晴れの空の下、

第１回市民スポレク祭グランドゴルフ競技

大会が、北潟湖畔公園白山コース・湖コー

スで行われました。白山コース男女合わせ

て１０４人、団体２１チーム、湖コース男

女合わせて１０４人、団体１９チームが参

加、団体の部、個人男子の部、個人女子の

部で順位を競いました。浜坂Ａチームの荒

井勝さんが、個人の部で見事、優勝されま

した！おめでとうござます。 

 簡単そうに見えて、実は難しいグランド

ゴルフとのことです。力の入れ方、コース、

完璧に見えてもなかなか上手くいかないのは、本当のゴルフと同じです。吉崎・浜坂両体協関

係者のメンバーの各部門の成績です。 

■白山コース                 ■湖コース 

・団体の部                  ・団体の部 

 ６位   浜坂Ｂチーム            ５位  浜坂Ａチーム 

 １２位  蓮如の里チーム           １３位 浜坂Ｃチーム 

・個人男子の部                ・個人男子の部 

 １１位  浜坂Ｂチーム  見澤 和則     １位  浜坂Ａチーム 荒井 勝      

 １７位  蓮如の里チーム 相茶 和彦     １８位 浜坂Ａチーム 中野 幸康 

・個人女子の部                 

 ４位   浜坂Ｂチーム  米島 久美子     

 １０位  浜坂Ｂチーム  藤井 京子 

 

健康長寿のふくいやさい③～知ってますか～【里芋】 

 ぬめりに含まれる成分は、肝臓の解毒作用をサポート。ぬめりが豊かで、

身が締まって煮くずれせず、まろやかな甘みが口いっぱいに広がる・・・。 

まさに“理想の里芋”。その食感の秘密は水はけの良い土壌と昼夜の激しい

寒暖差にあるそうです。 



Yoshizaki Kouminkan 

発行元 福井県あわら市吉崎８の３４（吉崎公民館）  TEL・FAX 0776-75-1205        [5] 

平 成 ２ ６ 年 １ １ 月 １ ５ 日 発 行   第３４８号  

『運転者講習会』 

１０月２２日（水曜日）運転者講習会が吉

崎公民館で行われ２９人が受講しました。 

運転者の交通安全の意識向上を図るため、交

通事故の事例を参考にした交通安全映画上

映のあと、あわら警察署交通課・長井交通課

長より、あわら署管内の交通安全事情と悪

質・危険運転者対策等に伴う改正道路交通法、

自転車利用者対策等についての話があり参

加者は熱心に聴いていました。 

金属粗大ゴミ収集 

１１月３日（文化の日）早朝より、青壮年団の福祉事業の

一環として、７０歳以上の高齢者宅を中心に、金属粗大ゴミ

収集が行われました。事前に連絡してあったため、スムーズ

に収集も進みました。運び出せない粗大ゴミは、団員が手伝

いました。青壮年団の皆さまお疲れ様でした。 

議会報告会 

１０月３０日（木曜日）吉崎公民館で笹原幸信議長、坪田

正武副議長、東川継央議員、杉本隆洋議員、平野時夫議員に

よる議会報告会が行われました。区民１０人が参加され、今

大の問題である小学校統合問題、下水道工事の件など、議

員との活発な意見交換もあり、初めて参加された区民の人か

らは、「直接、議員さんから生の意見が聞かれとても良かった」との声も聞かれました。 

吉崎「鳥ものがたり」（６） 

●マガン：全長７２センチメートルくら

いの大きさで、カルガモよりもずっと大き

く、家族単位の群れで行動します。ねぐら

の片野鴨池から毎日、日の出とともに坂井

平野に採餌に出かけ、危険が無ければ夕暮

れまで餌（２番穂や落ち穂、草など）を食

べています。「カハンカハン」とか「クワワ

ン」と鳴きます。秋分の日頃に飛来（初雁）

し、春分の日頃に北へ帰る（帰雁）ので、

「季節や何かを伝える」鳥とされてきまし

た。仏教の経典にも度々出てくるので、仏教の聖地である吉崎には縁の深い鳥です。万葉集や

古今集などの古典はもちろん、椋鳩十の「大造じいさんとガン」で有名ですね。子どもの頃、

鳴きながら鍵になって片野に帰る風景をよく覚えています。吉崎では、三ツの墓と御山の間の

水田（今はヨシ原）によく採餌していました。追記：約３０００羽のマガンが飛来しますが、

近年減少傾向にあります。今年の 10 月に偶然「標識鳥 H３１」を発見しました。首環は２０

０５年にロシア極東部チュコト地方で着けられたものであることが分かりました。                                       

日本野鳥の会福井県副代表 組頭五十夫 
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シリーズ ｔｈｅ 時代『吉崎の変遷を辿る』 ～富樫一門の内訌と吉崎の火難～ 

蓮如上人は文明３年５月（西暦１４７１年）、

北陸へ下向して、さっそく小松市今江潟近くの御

幸塚城主富樫泰高を訪ね吉崎御坊の建立につい

て、その施主を依頼し快諾を得て同年５月工事に

着手し７月には完成した。そして法話を始めると、

生き仏様を拝もうとする門徒が御山に群参して

混雑し一時入門差し止めたほどであった。 

蓮如上人の布教活動はますます盛んで、正信偈や和讃を開版して門徒にわかち、御文を作っ

て異安心を批判し、女人の極楽往生を説き聞かせたので門徒の信仰は熱狂的であった。折から

吉崎御坊の施主、泰高と当時加賀の守護であった甥の富樫正親が不和の間柄であったので、加

賀、能登、越中の門徒は一揆をなして蜂起し，遂に正親の館へ押寄せようとする形勢になった。   

ところが正親はひそかにこれを知って、文明６年３月２８日に不意に吉崎御坊を襲い火を放っ

た。御坊をはじめ寺内町一帯を焼払い、藤島の超勝寺も焼いて門徒の一揆を越中へ追放した。

この火難について蓮如上人は灰燼の御文を書き、「当国加州に１年２年とすぐるまま、文明第

三の暦、すでに４年になり、この坊にかぎりて火難の儀なかりしかと、文明第六、３月２８日

西の刻とおぼへしに、南大門の多屋より火事出て、北大門にうつり、焼けしほどに，己に南北

の多屋は９なり、本坊をくはへてそのかず１０成り、南風にまかせてやけしほどに、時のまに

灰燼となれり、まことにあさましといふも、中々ことのはもなかりけり、しかれば人間はなに

ごともはやこれなり」と説いているのである。 

【吉崎再発見】５６ ～カキ塚の法度とカキ養殖の推移 2～ 

カキ貝の養殖業は、吉崎浦の持主の手によっ

て代々受けつがれた。そして流通経済の発展に

より財を蓄えた持主は、後に商家或は渡海船業

者に転身した。なおカキ塚の請負制度も生まれ

多くの請負漁民が生じた。しかし内海一円に広

がるカキ塚は、周辺浦々の漁民にとっては漁猟

の不便となって、種々の問題がおきた。例えば享保１１年（西暦１７２６年）の申渡猟舟定書

（浜坂浦松下俊夫家文書）によると    

１、吉崎、浜坂、北方の三ヶ浦、古来より入潟猟船数書付指出し，向後入潟猟船数書付指出

し候とおり増舟いたすまじき事。 

１、吉崎浦より潟の内カキ塚の儀、川の中故、相知りがたく候、さ候へば、向後カキ塚破損

修復の儀は格別、新規にいたすまじき事。 

１、吉崎・浜坂猟師入潟は、北方東端より猟船はいり猟つかまるまじき事。 

１、北方の者共の漬数は、只今までのとおりといたし、向後新しく仕出し申すまじき事。 

１、北方の猟師共、浜坂浦、吉崎浦より猟船いれまじき事。 

右のほかは、只今どおり三ヶ浦いりまじり、猟いたすべき事。 

右の三ヶ浦の儀、向後入潟にて猟つかまつる儀、申し分これなきように致し申すべく候。も

し相違の儀候はば其浦吟味いたし、川運上の儀は、古来より相交わり候へば指上させ、入潟の

儀はとりあげ申すべく候。これらの趣、御家老中より仰せ渡さるる者也。蟹江善右衛門、千本 

藤右衛門、雨新七、とあって三ヶ浦入漁舟のとりきめを行い、三ヶ浦民との利害の調整をはか

っていたのであった。 



Yoshizaki Kouminkan 

発行元 福井県あわら市吉崎８の３４（吉崎公民館）  TEL・FAX 0776-75-1205        [7] 

平 成 ２ ６ 年 １ １ 月 １ ５ 日 発 行   第３４８号  

 

【今月のことば】『一怒一老、一笑一少』（いちどいちろう、いっしょういっしょう） 

  

中国の格言です。人は一度怒ると一つ老い、一度笑うと一つ

若返る、という意味です。人は笑うと、顔面の筋肉がゆるやか

に動くのに対し、怒ると多くの神経と筋肉が異常な緊張をする

そうです。「怒りが寿命を縮める」といわれる所以でしょう。 

喜びや生きがいは自然治癒力を高めますが、悲観や絶望は 

反対に弱め、ひいては病気を招いてしまいます。 

現によく笑う人は癌になりにくいそうです。 

 ストレスがたまりやすい現代社会、怒りや感情をうまくコン

トロールしたいものです。もし険悪な場面に遭遇しても、自分

が潤滑油になって周りの人を喜ばせたり、ユーモア精神を発揮

して、和やかな空気を作り出せればどんなに良いでしょう。 

『駐在さん、だぁ～い好き！』 －その２７－ 

こんにちは、吉崎駐在所の宮越通安です。 

平素は、警察行政各般にわたり多大なご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。 

1. 引き続き、高齢者の皆さまは「振込め詐欺」「交通事故」にご注意ください。 

振込め詐欺や交通死亡事故が相次いで発生しています。特に高齢者の方に被害が集中して

います。 

○高齢者の振込め詐欺被害急増（一人暮らしの高齢者・女性に被害が集中） 

・「ゆうパック・レターパックで現金送れ！は詐欺！ 

・「電話番号が変わった」は詐欺の電話です！ 

・「藤島高校の名簿」が流出しており、卒業生に電話がかかってきています。 

・慌てず、いったん電話を置いて家族・警察に相談を。 

※「おかしい」と感じたら、迷わず、あわら警察署へご連絡を（７３－０１１０） 

○高齢者の交通死亡事故被害急増 

・薄暮時（特に夕方の暗くなりかけの時間帯）に発生が集中。 

・交通死亡で亡くなる人の６０パーセントが６５歳以上の高齢者  

です。  

・高齢運転者が高齢者をはねる交通事故も、近年急増しています。 

・高齢者の方は、できるだけ反射材を身につけて外出しましょう。 

２ （好評再連載中）泥棒が泥棒を諦める瞬間ベスト１０ 

 好評につき、「泥棒が泥棒を諦める瞬間ベスト１０」を再掲載中です。今回は第６位を解説

付きでご紹介します。泥棒の被害に遭わないのが何より一番大切ですので、皆様一人ひとり

の防犯に対する意識が高まり、犯罪の未然防止に役立てば幸いです。 

第６位 防犯ビデオがついていた。 

防犯ビデオは高価なものですので、なかなか手軽に付けるわけにはいかないと思います。

だからこそ、付けたときには効果が大きいと分かります。ストーカー等が防犯ビデオで検挙

できたという例も数多くあります。 

なお、ジャンク屋で売っているような数千円くらいの壊れたビデオを玄関先に設置してい

ただけただけでも十分に防犯効果があるとも言います。参考にしてください。 
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吉崎公民館だより 

Yoshizaki Kouminkan 
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【ふるさとクロスワード】 

＊答えの解った方は、公民館まで連絡して下さ

い。正解者には、年度末に素敵な賞品が当たる

抽選券を差し上げます。（〆切は 1２月 8 日） 

先月号の回答は、「キイハントウ（紀伊半島）」

で、Ｃの「高野山」でした。 

 

パズルの中の A からＦの 6 文字を並び替え

て組み合わせ、ある人の名にして下さい。そ

の人が活躍した時代は、下の３つのうちのど

れでしょうか。 

( Ａ；室町時代、Ｂ；平安時代、Ｃ；江戸時代 ) 

【たてのヒント】 

① ；日本三景の一つで、世界遺産に登録された厳島神社の

あるのは？ 

⑦ ；暑い夏。打ち水なんてしませんでしたか？散水する事

を〇〇って言います。  

⑧ ；証文土器などが見つかる「〇〇塚」は、古代人のゴミ

捨て場とも呼べます。 

⑨ ；元々矢を収めて立てておく道具の事を指しますが、江

戸時代に使われた、墨壺に筆を入れる筒のついたものも

〇〇と言われます。吉崎に来た松尾芭蕉も、持っていた

はずです。えどを出発するときの千住大橋で、「行春や鳥

啼魚の目は泪これを〇〇の初として、行く道なをすゝま

ず。人々は途中に立ちならびて後ろかげのみゆる迄はと

見送なるべし。」と残されています 

⑩ ；物を収めておく器。「〇〇入り娘」なんて言います。 

⑪ ；いよいよ正月準備にかかる頃です。年の瀬に行う餅つ

きに欠かせないものと言えば、〇〇ときね。 

⑫ ；鳥の羽。〇〇布団は温かい・・・ 

⑬ ；江戸時代の幼名、尾張徳川家の五郎太、紀州徳川家の

長福丸、水戸徳川家の鶴千代、加賀前田氏の犬千代、徳

川将軍家は〇〇。 

⑮ ；ななつ、やっつ、ここのつ、○○。 

⑯ ；天皇の敬称。 

【よこのヒント】 

① ；日本三景の一つで、京都府にあるもの

は？ 

② ；危険な状態。「〇〇一髪」なんて言いま

す。 

③ ；居酒屋に串揚げ屋、焼肉屋にお好み焼き

屋。それに、カラオケスナックもあるし、

どこの〇〇にする？ 

④ ；小さい円形を散らした柄のものを〇〇と

言います。彫刻家であり、画家、小説家と

して有名な草間彌生さんは、〇〇のモチー

フを使うことが特徴です。 

⑤ ；寿司屋に行って大トロを食べたいけど、

値段が〇〇って書いてあると、もう食べら

れないよね。 

⑥ ；期待に反して悪い作用が働くこと。逆作

用、逆効果、悪影響。 

⑫ ；御山掃除の終わった後の事、「このホウ

キだれのですか？」と大きな声。「○○で

す」。持って帰るの忘れなくて良かった・・・ 

⑭ ；北陸と言えば、富山〇〇、石川〇〇、福

井〇〇。京都府は違います。 

⑮ ；問題、設問。「次の〇〇に答えよ」  

★パソコン年賀状作成講座（ワード）受講生募集中！全３回 ■お問合せは吉崎公民館迄 

１１月２３日 日曜日 浜坂文化祭 午前 10 時より 

１１月２３日 日曜日 剱岳かりんて祭り 午前９時３０分から 

１２月 6 日 土曜日 吉崎青壮年団納会 午後６時から 

１２月１４日 日曜日 公民館年末大掃除 午前 9 時から  


