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四つのテスト
言行はこれに照らしてから Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ好意と友情を深めるか Ⅳみんなのためになるかどうか
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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊
言行はこれに照らしてから
1. 『真実』かどうか
2. みんなに『公平』か
3. 『好意』と『友情』を深めるか
4. みんなの『ため』になるかどうか

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深
めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
3. ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の
世界的親交によって国際間の理解と親善の平和を推進
すること。
第 1218 回例会報告 （1 月 19 日）

＜本日のプログラム＞
第 1219 回例会／2011 年 1 月 26 日
本日の挨拶
「グエイダアグ」（オランダ語）
標
語
「Ｂuilding Communities Bridging Continents」

SAA 高窪会員

■ロータリー・ソング

SAA 吉田会員

■来賓紹介

SAA 鋳方会員

ＲＩ第２６６０地区ガバナー補佐

「地域を育み 大陸をつなぐ」

ロータリーソング ｢R-O-T-A-R-Y｣
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary,
R-O-T-A-R-Y
Is known on land and sea,
From North to South,
From East to West,
He profits most who serves the best,
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary,
卓
話
クラブアッセンブリー
「上期事業実績報告と下期事業計画報告②」

「地域を育み、大陸をつなぐ」

■司会進行
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同ガバナー補佐エレクト

■出席者報告
第 1218 回例会

高島 凱夫 様
(大阪中之島ＲＣ)
佐藤 俊一 様
（大阪鶴見ＲＣ）

SAA 高窪会員
2011 年 1 月 19 日

会員数 38 名
出席率 81.58％
出席数 29 名
欠席数 7 名
出席免除会員数 2 名
第 1217 回例会（1/12）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 81.58%
1/17 向井会員
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■会長の時間

村

木
茂
1 月 19 日

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、片岡会員、北野会員、山本会員

「ロータリー理解推進月間」

本日の合計
今年度累計

米

4,000 円
132,000 円

山

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、片岡会員、北野会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ
さて、今月はロータリー理解推進月間です。このような
月間が設けられている自体、ロータリーの理解が難しい
■SAA
ということなんでしょうね。ロータリーの理解を困難にして
いる理由は二つあります。一つは路線の対立が激しく、
遠藤会員
双方に顔をたてなければならないこと。ちなみに、その対
立とは、個人奉仕か団体奉仕かあるいは金銭的奉仕を
どう考えるか等です。二つ目は、ロータリーは多くの国と
片岡会員
地域、多くの人種、多くの言語、多くの宗教の下に成り
立っており、すべての納得の上、決定されるので書面が
北野会員
非常に複雑になってしまうことです。ロータリーの綱領の
花原会員
内容もなかなか難しいですね。第三者の人がこれを見て
もよく分からないでしょうね。残念なことにロータリーの綱
領でロータリーの説明ができないということです。これで
安井会員
はいけないということで、２６６０地区の中の数クラブは各
クラブ独自の目標、あるいは宣言文をつくられ、それを
毎月あるいは毎週例会で唱和しておられます。ロータリ
ーをクラブとして理解され、目標あるいは宣言文の作成
を行なっておられる訳です。当クラブも是非、近い内に
委
目標あるいは宣言文をつくっていただきたいと思います。
それがロータリーを理解する最も近道だと思います。
■幹事報告
皆様方のご協力をお願いします

4,000 円
132,000 円

ニ コ 箱

報

告
稲田 会員

特にコメントはありませんが、時間が
間に合わず なかなかできませんの
で。
高島ガバナー補佐、佐藤ガバナー補
佐エレクトをお迎えして。
息子が空から落ちて帰って来ました。
高島ガバナー補佐、佐藤ガバナー補
佐エレクトのほうもんありがとうござい
ます。
高島ガバナー補佐、佐藤ガバナー補
佐エレクトの訪問を祝して。ご多用の
中、訪問有難うございます。

員

会

報

告

幹事 安井 一男

① 3 月 19 日（土）開催の、台北市中興ＲＣ19 周年記念
式典への参加のお願い
② 2 月 20 日（日）10：00～16：00 ヨドバシカメラ前にて実
施の 2660 地区献血への協力お願い（ホストクラブ大
阪天満橋ロータ－アクトクラブ）
③ 1 月 12 日例会の外部卓話者、小説家高島哲夫氏
の著書購入のお願い
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卓話の時間

クラブアッセンブリー
「上期事業実績報告と下期事業計画報告②」

本年度上期に予定しておりました事業のうち一部行わ
なかった行事もありましたが、委員会メンバーの協力でほ
ぼ達成できたと思います。会員みなさまのご協力に感謝い
たします。
下期にも、盛りたくさんの行事を行いますので、会員皆
さんのご参加をお願いいたします。
３．会報小委員会

１．クラブ運営委員会

片岡 重裕 委員長

上期事業報告
｢大好きです、新大阪ロータリークラブ｣を合言葉にバ
ランスの取れた奉仕プログラムを進めたいと活動してきま
した。
例会運営では、会員全員が協力して運営を理解しな
がら進めることを目標にしておりましたが、今のところ進
められていると思います。また、例会の内容もメンバーか
ら推薦していただいたすばらしい講師による充実した卓
話が毎回進められています。
クラブ運営に所属する親睦委員会と会報委員会には、
この後詳しく報告されますが、毎月行われる親睦の行事
内容、また会報の紙面はごらんになっても十分充実した
内容になっています。
下期事業計画
上期と同様に進められれば、事業計画に書かれた内
容で進められると思います。
２．親睦活動小委員会

浜 博英 委員長

横山 洋一郎 委員長
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今年度の活動方針
会員相互の親睦と理解を深めつつ、ロータリーの活動
および精神の向上に寄与するような内容にしたい。
具体的な実施計画
1.会員相互の親睦を深める内容の掲載をしたい。
理事会の開催内容を掲載し、より理解できる内容を目
標にする。
行事予定を掲載し、予定をより分かりやすくする。
2.読み易く、楽しい紙面作りをしたい。
趣味、食事に出かけよかった情報などを掲載する。
委員会の役割
例会日の会長、幹事、卓話、その他委員会報告の方々に
原稿を依頼する。（原稿を用意下さる方、メールで事務局
に送信下さる方）
会長、幹事、卓話を下さる方、その他写真を撮影
会報の原稿を校正する。
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４．ＳＡＡ

主ＳＡＡ 稲田 正伸 会員

今年度、例会の担当会員は、上期・下期にそれぞれ抽
選を行い、全員で例会運営を行う方針でやっております。
現時点滞りなく運営できております。尚、下期につきまして
は、高齢の会員は担当免除とさせていただきました。残り
半期皆様のご協力を引き続き宜しくお願いします。
５．広報委員会

は、インフォーマルミーティングにて皆さんの増強にお考
えを聞き、それを反映させて、まず会員の減尐を防ぐ目
的で「三人組出席率向上作戦」を前年度から引き続き実
施し、また 11 月からは、入会者の対象となる企業を探す
べく、身近なワシントンプラザのテナント会社の調査を行
い、平行して会員皆さんから入会予定者を募りました。
また、次々年度までに会員数を 50 名に増やすべく会
長連名で決意表明しました。
下期事業計画
1 月から入会予定者とその推薦者、増強委員会メンバ
ーを集め、入会の機運を高めて増強を図ろうとしました
が、皆さんの予定等により個別に進めて意向と思います。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
８．職業奉仕委員会

北野 克美 委員長

大石 博雄 委員長

クラブ事業計画書に記載された内容に従いまして、活動を
進めております。
６．会員組織委員会

中川 建司 委員長

出前授業事業計画書

今年度の活動方針として退会防止と会員数５名増員
を掲げました。
会員の増員については、年度の初めに２名の入会が
あり幸先のよいスタートを切りましたが、残念ながら退会
者が１名あったので、純増１名となっています。
会員増強に関しては現在会員増強小委員会で検討
中です。
７．会員増強小委員会

（テーマ） 大阪市立 十三小学校 出前授業
（目的）
自分の職業を通じての出前授業を行う事に
より、平易な話の中で子供たち、教師、父兄と共に夫々の
認識を深める事に寄与する。
（日時）
平成２３年２２日（火）
午前１１時４５分－１２時半
（場所）
大阪市立十三小学校
（方針）
十三小学校６年生児童に対して大阪回生病
院院長の久富会員から「生きる・生きてみる」というテーマ
で医者という実体験から、実際に医療器具を使いながら体
と心の間の繋がりの中での 「生きる・生きてみる」を語って
いただく。
９．情報規定委員会

生尾 雅美 委員長

菅本 憲市郎 委員長
(代理：片岡 重裕 副委員長)

上期事業報告
「ゆりかごから天国まで」を合言葉にさまざまな業種の
メンバーを集め、増やしたいと思っていますが、上期に
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１０．社会奉仕委員会

松本 正 委員長

社会奉仕委員会活動報告
（松本正社会奉仕委員長欠席の為、幹事が代理発表）
上期活動報告
①昨年度実施のバングラデシュ、チャンドラゴーナキリスト
教病院へのベッド寄贈について、
現地ＨＰに感謝の意と、その後の活用状況を伝える内
容がアップされいることを報告。
②Ｈ22 年 7 月 1 日 大阪府立整肢学園夏祭りに参加し、
ゲーム等のバザーを出展、学園生との交流を行う。
③Ｈ23 年 9 月 19 日 東淀川区民祭りにて、「盲導犬のた
めの育成チャリティーバザー」を実施、収益金 203,898 円
を社会福祉法人「日本ライトハウス」に寄贈
④Ｈ23 年 12 月 使用済み切手ワンカートン分と寄付金１
万円をＪＯＣＳへ寄贈
下期活動予定
①Ｈ23 年 5 月 14 日（土） 「ひったくり防止、交通安全キ
ャンペーン」実施予定
16：00～ 関西スーパー 東淀川区瑞光店前にて
１１．環境保全小委員会

森田 智博 委員長

上期は色々と検討しておりました。下期にあたり、色々
資料を取り寄せた中で、「大阪みどりのトラスト協会」が植
樹や里山の再生など積極的に行っているようです。一度、
話を聞いたうえで今後、検討してまいります。
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曲りと、单西部の突出している点が特徴的な環濠で、これ
は中国の漢時代長安故城、唐の長安城、洛陽城と同じ造
りであるという。

大和 式内社巡り
奈良市内・大和郡山編⑥
古代を学ぶ会
葛城王国の場所ですが、一応、大和盆地西单部に
ある御所市の秋津遺跡の周辺と考えられています。近く
には葛城襲津彦（そつひこ）が被葬者とされる室宮山
（むろみやま）古墳等の古墳群が認められます。
更に大和高田市、広陵町、河合町などにみられる馬
見丘陸上の古墳群（馬見古墳群）をも葛城王国の領域
に入れるべきとする考えもあります。室宮山古墳群は玉
田宿禰系統の人々、馬見古墳群は葦田宿禰系統の
人々にそれぞれかかわるもので、ともに葛城の系統に属
することを理由とします。これに対して、副葬品を比較す
ると、馬見古墳群の方に立派なものが多く、馬見古墳群
は奈良盆地東单部に勢力を有していた大王家の関係
者のもので葛城王国の領域に含めるべきでないとする
考えもあります。
次に、当時の三輪王国（天皇家）の支配領域につい
て考えましょう。
一応、崇神天皇陵、景行天皇陵等の古い型式の古
墳を含む柳本古墳群の周辺と言えそうです。「伊勢まで
歩こう会」の人達や「古代史研究会」の人達と歩きました
山の辺の道の周辺ですね。然し、古代の天皇家も他の
豪族と同じく卖に物質的・世俗的勢力を持ち、存続の根
拠をそれに求めていたとすると、他の豪族が順次滅びて
いったと同様に日本の古代天皇制もずっと早くに滅びて
いたと思われます。他の豪族あるいは他国の権力者と異
なり、日本の天皇制のみが存続し続けられたのは、その
根拠を物質的・世俗的なもののみならず、宗教的権威
に強く求められていたからだろうと思われます。従いまし
て、日本の天皇家にとっては、支配領域がどこであった
かということはあまり意味のないことかも知れませんね。こ
れが天皇制が長く続く大きな理由でしょう。
では、古代の天皇家だけが生きのこり、他の地域王国、
例えば葛城王国、吉備王国、出雲王国、旦波王国、筑
紫王国等が、主として５，６世紀の間にすべて消滅した
理由は何でしょう。その答えは河内王朝の倭の五王に
求めることができます。この点は次週に述べます。
古代を学ぶ会 村木 茂
１２．賣太神社（ひめたのじんじゃ）
祭神：（主祭神）稗田阿礼命
(副祭神)天宇受賣命・猿田彦神
大和郡山市稗田町に鎮座する。稗田は猿女の君一族
の稗田氏の居住地。当社の周囲には環濠がある。稗田環
濠集落は、鎌倉末期から室町期にかけての中世戦乱時代
に築造されたものと考えられており、東北部分の階段式７
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《鳥居をくぐると、左側に向かって参道が伸びている。》

《左：拝殿 右：本殿》

祭神については、社頭掲示板に説明されていたので、
以下、転記します。
稗田阿礼命（ひえだのあれのみこと）
この稗田の地は太古の昔より朝廷に奉仕した猿女君稗田
氏一族の居住地であって天武天皇の舎人稗田阿礼はこ
の一族として出仕したのである。
天皇は阿礼が記憶力理解力共に抜群で学芸諸術の才に
も秀でていたのをお褒めになって御自らご精撰になった歴
代天皇の御事績と建国以来の歴史・神話・伝説・歌謠を直
接お授けになった。
この誦習った事柄を三十有余年後の元明天皇が太朝臣
安萬侶に記録させられた書物が古事記である。之はわが
国最古の文学書であり、古代人の生活・習慣・思想等が書
かれており、祖先の考え方や生き方を偲ぶのに貴重な書
物である。今日阿礼様の広大無辺のご霊徳を偲び学問の
神・知恵の神として信仰が厚い。
猿田彦命（さるたひこのみこと）
天孫降臨の際、道案内され、後に天鈿女命の彦神となら
れた神様で、土地・方位の神として全ての物事の初め即ち
新築・移転・旅立ち・結婚等に災難や悪魔を祓いよい方に
導き給うご霊験あらたかな神様である。
天鈿女命（あめのうずめのみこと）
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猿女君稗田氏の太祖で天岩戸隠れの神事にたらいを伏
せ舞をまわられた女神様でオタフク又はオカメの愛称を持
つ福の神、芸能の始祖神として親しみを持って信仰されて
いる。
１３．奈良豆比古神社（ならつひこじんじゃ）
祭神： 平城津彦神、施基親王、春日王

に保管されていますが、そのうちの「べしみ面」は応永２０
年（１４１３）２月２１日の刻銘があり、今の様式は既に室町
時代に行われていたことは明らかであります。
又祭神春日王は猿楽を発達させた芸能の神様として歌
舞・音曲の役者達が明治維新の頃までこの神社に詣でて
興行の許可を得たと伝えられています。
昭和５９年１０月
奈良豆比古神社 奉賛会

《奈良の中心地から１０分程車を走らせた、静かな場所に鎮座。》
《神社裏にあるご神木の楠は天然記念物。幹回りは１３ｍもある。》

賣太神社

《春日造の本殿３社は東向き。》

奈良市東北部、奈良坂町奥垣内に鎮座する。「奈良坂
春日社」と俗称されていた。近世に至るまで春日社と深い 奈良豆比古神社
関係があったようで、今日当社に伝わる「翁舞」が春日若
宮祭の祭礼に行われる能と関係があるとも言われている。
以下は、「翁舞」に関する解説です。
当神社で秋祭宵宮（１０月８日夜）に奉納される「翁舞」
は能楽の源流といわれ、国、県の無形文化財として指定さ
れています。
当社は「延喜式神名帳」に名を連ねたる古い神社で「翁
舞」は祭神春日王の病の平癒を王の皇子浄人の祈願で舞
を奉納したのが起源といわれています。現在の翁舞はい
わゆる式三番で大夫・千歳・三番叟・脇によって天下泰平、
国土安穏を祝い神威にて氏子の繁栄と豊作を祈願する舞
となっています。
神社に残る舞楽面は翁を始め２５体は奈良国立博物館
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新大阪ロータリークラブ

本日のメニュー
１００万ドルミール

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

風変わり・・･鰹のたたき
焚き合せ・・・里芋六方、木の葉南瓜、
茄子オランダ煮、鰊甘露煮
太刀魚の揚げ煮・・・菜の花
チキングリル・・・葱味噌風味
ご飯
香物・・・白菜漬け、ピリ辛胡瓜
味噌汁・・・若布、麩、葱
茶碗蒸・・・三つ葉、銀杏、百合根、鰻、チキン

次週のプログラム

会報委員会より原稿募集のお知らせ

第 1220 回例会／2011 年 2 月 2 日

会報委員会では、会員の皆様からの
楽しい原稿を募集します。

◆挨

会員の趣味の紹介、自慢の特技、
思い出の場所、行ってみたい場所、
美味しいレストランの紹介、絵や写真
の投稿など随時受付けております。
現在、月１回程度掲載しています。
どしどし原稿をお寄せください。

拶
「ドーヴェ・ウートラ」（ロシア語）

◆国歌斉唱 「君が代」
◆卓

話

「ええじゃないかプロジェクト
伊勢まで歩こう会 達成！」
松本 正会員他

予定表

月

２

３

日 曜日
予定
時間他
２６ 水 第 1219 回 例会 クラブアッセンブリー「上期事業報告と下期事業計画」 １００万ドルミール
詳細は案内文書をご参照ください。
３０ 日 健康家族の会 「雪山ハイク」篠山 三嶽
２ 水 第 1220 回 例会 「ええじゃないか伊勢まで歩こう会、達成！」 松本正会員 /１３：３０～定例理事会
９ 水 第 1221 回 例会 メンバー卓話 森田会員
１６ 水 第 1222 回 例会 「ライラの活動について」
新田恭子様（㈱ワークアカデミー）
２２ 火 出前授業（職業奉仕委員会） 講師 久富義郎会員
１１：４０～於 大阪市立十三小学校
神戸大学経営学部大学院准教授
２３ 水 第 1223 回 例会 「事業継承について」蔵本 一也様
２ 水 第 1224 回 例会 第７回クラブフォーラム「社会奉仕委員会」 １３：３０～定例理事会
５ 土 インターシティミーティング 太閤園３Ｆダイヤモンドホール
１３：００～(１２：００登録受付開始)
イラスト提供：イラスト素材桜屋・☆素材通り☆他
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