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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 1222 回例会報告 （2 月 16 日）

＜本日のプログラム＞
第 1223 回例会／2011 年 2 月 23 日
本日の挨拶
「ドーヴェ・ウートラ」（ロシア語）
標
語

「Ｂuilding Communities Bridging Continents」
「地域を育み 大陸をつなぐ」

ロータリーソング ｢理想にもえて｣
ロータリー ロータリー
理想にもえて
ロータリー ロータリー
心 ひとつに
虹のように美しくひろがるロータリー
ロータリー ロータリー
ともに あゆもう
卓
話
「近江商人：事業継続の知恵」
神戸大学経営学部大学院
准教授
蔵本 一也 様

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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■司会進行

SAA 五内会員

■ロータリー・ソング

SAA 大橋会員

■来賓紹介

SAA 片岡会員

大阪ＲＣ
大阪鶴見ＲＣ
本日の卓話ゲスト
チームライラ
会

友

■出席者報告
第 1222 回例会

玖村 信夫 様
菅田 隆久 様
新田 恭子 様
（㈱ワークアカデミー）
岡田 孝司 様
SAA 五内会員
2011 年 2 月 16 日

会員数 38 名
出席率 81.58％
出席数 28 名
欠席数 7 名
出席免除会員数 3 名
第 1221 回例会（2/9）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 78.95%
1/30 花原会員
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■会長の時間

村

木
茂
２月１６日

「欠席者に働きかけを！」

なります。この６名がどなたとは申しませんが、危険人物
であります。いつ退会届けが出てもおかしくありません。
是非、皆様、欠席者にどんどん電話をしていただきたい
と思います。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
山本会員
本日の合計
今年度累計

米

1,000 円
144,000 円

山

ボ

ッ

ク

ス

櫻五会員、山本会員
本日の合計
2,000 円
先週、増強委員会が開催されました。委員会の活発
今年度累計
145,000
円
な活動状況からしますと、片岡会員が会長の時には会
員数が５０名というのも夢ではないように思います。ただ、
それには１つ条件があります。現有会員数の維持、つま
り今後、退会者がでないことであります。
ニ コ ニ コ 箱
報
告
退会と言えば、この１月、２月という会費納入時に都合
により云々という退会届が提出されるのが通常でありま
■SAA
大石 会員
す。今のところまだ出ていないようですが、もう来るので
はないかとヒヤヒヤしているこの頃です。退会届がでてか
稲田会員 妻の誕生日に美しい花をありがとう。
らの慰留はなかなか難しいところで、退会届をださせな
大石会員 ライラの件で、弊社の新田恭子が皆
いことが大事であります。通常、どういう方が退会される
様にご説明します。よろしくお願いし
かでありますが、一口で言えば、まだロータリーが生活の
ます。
一部となっていない人達ということになろうかと思います。
櫻五会員 風邪のためお休みいたしました。
私達は、このような人達をつくらないように、あるいは、増
やさないように、まずは例会に出席していただくように努
■幹事報告
幹事 安五 一男
力しなければなりません。何度もお話しているように欠席
者に対する無関心は退会者を生んでしまいます。退会
① 社会福祉法人「日本ライトハウス」より当クラブへ
届が出た後で動くというのはもう遅いということです。どう
感謝状が贈呈されたことを報告。
か皆さん、欠席者に対し、どんどん電話をして下さい。多
② 3/27（日）大阪市中央公会堂にて開催の 2660
くの方々が電話をすれば、必ず出て来てくれるはずです。
地区ロータアクト主催「ええで VIVA！！若者に
根気くらべです。よろしくお願いします。
よる日本文化シンポジウム」
ちなみに去年の１２月の２６６０地区の出席率の平均
安藤忠雄氏の講演会と 800 人よるクリーンハイク
は８８％で、ＩＭ６組の平均は８７．０３％でした。これに対
（地域清掃）への参加協力
して当クラブの出席率は８４．８７％で残念ながらいずれ
③ 6/10 （金 ）ホ テルグランブヴィ ア京 都 で開 催 の
よりも下回っております。また、当クラブの出席率が約８
「日台ロータリ親善会議」のご案内
５％となっていますが、どの月も大体これ位です。というこ
④
2 月のクラブ行事予定の確認
とは、毎月１５％、人数にして大体６名が欠席ということに
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卓 話

「ライラの活動について」
チームライラ 新田 恭子 様
（㈱ワークアカデミー）

■RYLA とは
私は、社会人 2 年目の 23 歳のときに、RYLA に参加しま
した。
当日は尐し緊張していましたが、受付でホストクラブのロ
ータリアンの方々が温かく迎えてくださったので、不安と
緊張が和らいだことを覚えています。
RYLA の目的は、若い人の将来的な指導者としての資
質をのばすことにあります。
IR2660 地区では、初級と上級があり、初級が年 2 回、上
級が年 1 回開催され、18 歳～30 歳までの若者と留学生
が、毎回 100 名程参加しています。
初級 RYLA は、集団の中でのリーダーシップスキルを養
う研修プログラムで、いかに心を開いてお互いに理解し
合えるかを、様々なアクティビティ(活動)や、チームビル
ディングゲーム、グループ討論などを通して身に付けて
いき、コミュニケーションの大切さも学びます。
最終日には、テーマに基づいてグループ発表を行いま
す。
初級を修了すると、上級 RYLA に参加できます。毎年 10
名程度が参加し、3 日間をキャンプ形式で過ごしながら、
問題解決型プログラムを通して、相互協力・信頼関係に
ついて学び、自分を見つめ直していきます。
また、3 日間のセミナーだけでなく、事前研修・卓話・リー
ダー実習が必要です。
全行程が修了すれば、ロータリークラブの地区大会で修
了証が渡されます。

います。
当地区の RYLA の特徴は、“ロータリーパパ”制度がある
ことです。ホストクラブのロータリアンが 1 グループに 1 名
ついて、3 日間を共に過ごします。パパの役割は、カウン
セラー的な存在で、グループメンバーにアドバイスをした
り、人生の先輩として悩みを聞いてあげたりします。
若者にとって、それはとても貴重なことで、様々な年代や
職業を持った人との出会いの機会を与えて頂ける RYLA
というのは、本当に有意義な活動だと思います。受講生
は、RYLA の中で、同世代の仲間だけでなく、ロータリー
パパから多くのことを学び、感じ取っています。
■チームライラ
チームライラは、初級・上級を修了すれば、自分の意志
で参加することができます。現在、IR2660 地区にしかな
いチームで、RYLA のプログラム企画を手伝っています。
また、RYLA 当日は、プログラムの進行管理や準備など
にも関わらせて頂いております。
RYLA を修了してからも、継続的に活動に関わりながらロ
ータリアンの方々と接することができるのは、大変幸せな
ことです。
私は、4 年間 RYLA の運営に関わってきました。2 年前に
は、ロサンゼルスで開催された 2008 International RYLA
にも参加させて頂きました。このようなチャンスを与えて
頂いたことに大変感謝しています。
私は、この素晴らしい仕組みを次の世代にも繋いでいけ
るよう、これからも RYLA の発展に貢献していきたいと思
っております

■RYLA の魅力
RYLA の魅力は、なんといっても「人との出会い」だと思
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大和 式内社巡り
奈良市内・大和郡山編⑨
古代を学ぶ会
今週から尐し吉備王国についてお話しましょう。
まず、吉備王国の範囲ですが、一応現在の岡山市と
総社市及びその周辺の地域としておきます。後日、詳し
くお話します。
さて、１年程前に倉敷市にある楯築弥生墳丘墓のお
話をしました。
直径約５０ｍ、高さ約５ｍの円丘で、北東と单西に突
出部があり、それをあわせると墳丘の推定全長は８０ｍを
超えるという弥生後期としては群を抜く大きさです。弥生
末期のこの地域に、楯築弥生墳丘墓以外にも前方後円
墳の元と思われる土を盛り上げて造った墳墓が多く見ら
れます。更に、祭祀用の特殊器台が楯築弥生墳丘墓あ
るいはその周辺の墳丘墓から数多く発掘されております
が、大和の初期の前方後円墳からも吉備と同じ祭祀用
の特殊器台が発掘されております。どうも大和勢力は、
前方後円墳を造る際、吉備から多くの文化を取り入れた
ようで、吉備地方の墳丘墓等が前方後円墳の起源と考
えていいと思います。
前方後円墳は大和勢力が築いたものですが、どうもそ
の元は吉備の文化となると、２世紀後半から３世紀前半
にかけての弥生末期には、吉備の方が大和より優越し
ていたこと、更に、大和と吉備が非常に密接な関係であ
ったということになります。
ただ、これが古墳時代に突入すると大和の箸墓は約２
８０ｍ、西殿塚古墳は約２３４メートルと巨大なものなのに
対し、ほぼ同時期の吉備では、浦間茶臼山古墳（岡山
市）の墳丘の長さが約１２５ｍ、湯迫車塚古墳（岡山市）
のそれが約４８ｍで、大和と吉備の立場が逆転するので
す。ただ、このような逆転があっても、吉備王国は、独自
の勢力を維持し続けます。そして、古墳時代中期の５世
紀頃に、長径３５０ｍの造山古墳（岡山市）、同２８５ｍの
作山古墳（総社市）等の巨大な古墳を築造します。前者
が日本で４番目、後者が９番目の大きさです。但し、作
山古墳の長径を２７０ｍとし、１２番目の大きさとする考え
もあります。この２つ以外は、大きな古墳は、すべて奈良
と大阪です。築造された時期だけの比較に限ると、この２
つの古墳は、当時とすれば、全国で１、２番の大きさであ
ったかも知れません。大和と吉備との力関係は、この２つ
の古墳が築造された時期で再び、接近するのです。
次週に、弥生末期から古墳時代にかけて、吉備王国
が成立、発展した理由について考えることにします。
古代を学ぶ会 村木 茂

１９．添御縣坐神社
（そうのみあがたじんじゃ・そうのみやかたのじんじゃ）
同名社 2 社あり
Ａ）奈良市歌姫町の添御縣坐神社
Ｂ）奈良市三碓町の添御縣坐神社
祭神：両社ともに 建速須佐之男命 櫛稲田姫之命
武乳速之命
同名社が東西に５．４ｋｍの距離に２社現存する。古文
書によって説は分かれており、どちらを式内「添御縣坐神
社」とするかは断定することはできない。
Ａ社の鎮座地は奈良市歌姫町、平城宮跡大極殿より北
方１．５ｋｍ、旧添上・添下郡両郡の境界の平野部上方に
位置する。別名「歌姫神社」。木津川水系と大和川水系の
分水界に祀られており、水の分岐、分配を司る水分（みく
まり）神の性格を有するといわれる。
御縣神社は、以前にも説明したが大和王朝の直轄領に
おかれた御縣において、県主がその国魂神を祀ってい
たものである。御縣神は、水田農耕にとって重要な水の神、
雤乞いの神の性格を持つものと考えられること、またＡ社
の鎮座地が小字「御縣山」もしくは「御添山」ということなど、
式内社調査報告書では歌姫町の社を御縣神社として有力
な候補であるとしている。

《A 社 上：入口 下：本殿》
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Ｂ社は近鉄奈良線富雄駅より单へ７００ｍのところに鎮
座する。亓間社流造の本殿は明治４０年に重要文化財の
指定を受けた。昭和４１年の解体修理のとき、单北朝時代
１３８３年の建立であることがわかった。
古社らしい雰囲気のいい神社。地元住民が次から次へ
と参拝に来ていた。

徳川後期の頃と推定されている。

《B 社入口 車で鳥居をくぐり通り奥へ進むと駐車場がある。》

《A 社 上：入口 下：拝殿と本殿》

《B 社：本殿》

２０．佐紀神社（さきのじんじゃ）
同名社が２社あり
Ａ）奈良市佐紀二條町の佐紀神社
Ｂ）奈良市佐紀西町の佐紀神社
祭神：両社ともに 天児屋根命 経津主命 六御縣神
佐紀神社の２社は、平城宮域西北端に「御前池」を挟ん
で東（二條町）と西（西町）に１５０ｍの間隔で鎮座する。
Ａ）社については、社伝によると白鳳３年（６６３年）に創
祀、单都十亓大寺の一つ「超昇寺」の建立にともない鎮守
神として祀られた。しかし、治承４年（１１８０年）、天正６年
（１５８７年）の兵火により２度焼失し次第に衰退したという。
徳川時代の古図には「二條宮」として載っていた。俗称「大
宮」。
Ｂ）社は二條町のＡ）社から分祀したという。上記の徳川
時代の古図にはＢ）社は記載されておらず、分祀の年代は、
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添御縣坐神社（三碓町）

宅布世神社
（前回記事掲載）

添御縣坐神社（歌姫町）・佐紀神社（二條町・佐紀西町）

佐紀神社

「地域を育み、大陸をつなぐ」

－6－

2010～11 年度

国際ロータリー会長

レイ・クリンギンスミス

新大阪ロータリークラブ

本日のメニュー

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

芋のクリームスープ
牛ヒレステーキ シャリアピン
マンゴープティング
珈琲

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。

次週のプログラム
会報委員会より原稿募集のお知らせ
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。

第 1224 回例会／2011 年 3 月 2 日

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。

◆挨

拶
「早上好（ツァオシャンハオ）」（中国語）

◆国歌斉唱 「君が代」
◆卓

話

第７回クラブフォーラム
「社会奉仕委員会」
松本 正 委員長

予定表

月
２
３

日
２３
２４
２
５
９
１６
１９
２３
３０

曜日
水
木
水
土
水
水
土
水
水

予定

時間他

第 1223 回 例会 「近江商人 事業継続の知恵」蔵本 一也様
「委員会活動活性化に関する意見交換会」１８：３０～
第 1224 回 例会 第７回クラブフォーラム「社会奉仕委員会」
インターシティミーティング太閤園３Ｆ１5：００～(１4：００登録受付開始)
第 1225 回 例会 出前授業報告 職業奉仕委員会
第 1226 回 例会 会員増強小委員会
～２１日 台北市中興ＲＣ１９周年記念式典 （台湾宜蘭縣）
第１２２７回 例会 第８回クラブフォーラム「友好クラブ委員会」
例会休会

神戸大学経営学部大学院准教授

ワシントンホテルプラザ２Ｆ 宴会場
１３：３０～定例理事会
時間変更につきご注意ください。

１３：３０～絵画クラブレッスン
村木、谷口、松本（圭）、安井各会員 訪問

MU 受付１２：００～１２：３０

イラスト提供：イラスト素材桜屋・☆素材通り☆他

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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国際ロータリー会長

レイ・クリンギンスミス

