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この度の東北関東大震災で被災されました皆様へ
心よりお見舞い申し上げます。
社会奉仕委員会より会員各位へお願い：
① 本日、新大阪ＲＣ独自に義援金を集めます。何卒ご協力をお願いします。
② 私たちにできることをお考え下さい。アイデアをメモしてご提案下さい。

＜本日のプログラム＞

第 1225 回例会報告 （3 月 9 日）

第 1226 回例会／2011 年 3 月 16 日
本日の挨拶
「早上好（ツァオシャンハオ）」（中国語）
標
語
「Ｂuilding Communities Bridging Continents」
「地域を育み 大陸をつなぐ」

■司会進行

SAA 生尾会員

■ロータリー・ソング

SAA 松川会員

■来賓紹介

SAA 北野会員

会 友
米山奨学生
孔 さん夫人

辻本 嘉助 様
孔 允秀 君
尹 恵俊 さん

ロータリーソング ｢限りなき道ロータリー｣
■出席者報告
第 1225 回例会

奉仕の理想 胸にひめ
友情花と 咲かせつつ
生きよう 今日も ニコニコと
ひとすじの道 ロータリー
限りなき道 ロータリー
卓

話
会員増強小委員会
片岡 重裕

「地域を育み、大陸をつなぐ」

SAA 生尾会員
2011 年 3 月 9 日

会員数 38 名
出席率 65.79％
出席数 22 名
欠席数 13 名
出席免除会員数 3 名
第 1224 回例会（3/2）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 81.58%

委員長

－1－

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

■会長の時間

村

木
茂
３月９日
「世界ローターアクトクラブ週間」

講演会とクリーンハイクが３月２７日に予定されており
ます。この件について森田環境保全委員会委員長より、
理事会に対し、青少年活動委員会との連名でこの会に
３名の登録をしたい旨の事業計画書が提出されました。
出 席 を希 望 される方 、お申 し出 いただきたいと思 いま
す。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、谷口会員
本日の合計
今年度累計
村木会長と孔允秀米山奨学生・奥様尹恵俊さん

早いもので、もう今 月をもちまして、米 山奨学 生のコ
ン・ユンス君は無事、当クラブをご卒業されることになりま
す。少し前、米山奨学生の歓送会があり、そこでコン君
は大きな声で新大阪ロータリークラブは素晴らしかったと
言ってくれていました。私達は、コン君のことは、全てカウ
ンセラーの山本会員に任せきりにしてしまい、当クラブ全
体としては十分なお世話をしたとは言えなかったのでは
ないかと反省しております。
さて、今週の７日から１３日まで「世界ローターアクトク
ラブ週間」となっております。
ローターアクトクラブとは、１８歳から３０歳 までの青年
男女によって構成されるＲＩの奉仕クラブでありまして、各
ロータリークラブの提唱によって作られております。２６６０
地区では、１９のローターアクトクラブがあり、提唱クラブ
は２２クラブとなっております。勿論、ローターアクトクラブ
も奉仕を目的とするもので、運営面も経済面もロータリー
クラブから自立しております。
このように約２６６０地区の中で約４分の１のクラブが提
唱クラブとなっておられることになります。１Ｍ６組では４
つの提唱クラブがあります。身近なところでは淀川ロータ
リークラブが提唱クラブとして頑張っておられます。何度
もお話しておりますように新世代部門が第５番目の奉仕
部門となっており、将来、新世代部門の中で、地区のロ
ーターアクト委員会がかなりのウェートを占めることになる
かも知れません。それを見込んで３０周年事業の１つとし
て当クラブがローターアクトクラブの提唱クラブになるとい
うことも考えてはどうでしょうか。
実は２６６０地区のローターアクト主催で安藤忠雄氏の

「地域を育み、大陸をつなぐ」

－2－

米
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飯原会員、谷口会員
本日の合計
今年度累計

2,000 円
156,000 円

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA
遠藤会員
谷口会員
松川会員

告
松川 会員

今日は早く来れました。珍しいことで
す。
３月は確定申告の季節です。もう済ま
されましたか?
みなさんニコニコしましょう。

■幹事報告

幹事 安井 一男

① 3/3 開催の理事会の議事録の内容報告
② 3/5 開催のインターシティーミーティング出席のお礼
③
4/30~5/2 台湾桃園市で開催のロータリー国際囲
碁大会（日本，韓国、台湾ＲＣ）のご案内
興味のある方は、事務局まで
④ 4/11～17 3220 地区 GSE スリランカチーム訪問日
程のご案内
当クラブの受け入れに関する担当業務は現時点ではあり
ません。
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チャンドラゴーナキリスト教病院のステファン院長より、震災お見舞いのメールが届きました。
Dear All,
Its been a heart breaking news to hear and watch the devastation during the recent
earthquake in Japan.
Our prayers are always with you all. We have so many friends in Japan.
I strongly pray that all of you and also other friends and their relatives, families and friends
are safe.
We can only pray.
Hope God will give you strength to overcome such a massive disaster.
Yours stephen
Dr. M. Stephen Chowdhury

Medical Director,
Christian Hospital & Christian Leprosy Centre
Chandraghona
Rangamati Hill District
Bangladesh

２０１１－１４年度
革新性と柔軟性のあるロータリークラブ試験的プログラムの導入について
会長エレクト 中川 建司
○目

的：時間的・経済的事情により、退会を検討
しなければならなくなった会員につい
て、会費・出席の要件を緩和し、例外的
な規定を設けて会員資格維持できるよう
にする。

○定款・細則の変更内容（案）
概 要：以下のような会員資格を追加する。
（ＲＩ申請時の概略の案であり、具体的
にはＲＩの承認後に検討する）
１．暫くの間出席が困難な会員について
・３年間は２ヶ月に一度の出席とＲ
Ｉ人頭分担金のみの負担
２．会友の条件を充たす会員
・本人の希望により、１ヶ月に一度
の出席とＲＩ人頭分担金のみ負担
※出席義務についてはＲＩとの調整、会費につ
いては地区との調整が必要と思われる。

○手

順
３月中にクラブ会員の 3 分の２の同意
↓
4 月 1 日までに、参加申請書を提出
↓
ＲＩの承認
↓
具体的な定款・細則の変更（3 年間のみ）
↓
運
用
↓
年に一度、動向・プログラム・活動について
ＲＩに報告
↓
ＲＩは承認したクラブからの報告をもとに運
用例を検討し、その中で適切と判断さ
れたものが、新たな規定として正式に運用さ
れることとなる。（２０１６年から）

注：上記はあくまで（案）であり、ＲＩの承認後理
事会または委員会において定款・細則の変更内容を
具体的に検討し、会員の皆さんにお諮りした上で実
施することになります。
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山添村編
２．神波多神社（かむはたのじんじゃ・かんはたじんじゃ）
祭神：須佐之男命 春日大神 櫛稻田姫

大和 式内社巡り
山添村編②
宇陀編①
古代を学ぶ会
古代における氏（ウジ）とは、家族や家や個人を示す
ものではなく、広く祖先を同じくする同族・血縁集団を指
します。但し、すべての血縁集団に氏（ウジ）があったわ
けではなく、朝廷を支え、朝廷に仕える、つまり、朝廷に
非常に近い血縁集団だけに与えられたのです。又、この
ような古代の氏（ウジ）は、その多くは、政治的な地位に
応じて朝廷より与えられた姓（カバネ）と結びついており
ました。姓（カバネ）としては、臣（オミ）、連（ムラジ）、直
（アタイ）、史（フヒト）等があります。代表的なのは臣と連
で、葛城臣とか大伴連等です。そして、臣姓豪族あるい
は連姓豪族の内、国政の輔佐の地位についたものを大
臣（オオオミ）、大連（オオムラジ）と称しておりました。こ
のような氏（ウジ）と姓（カバネ）の制度を氏姓制度（しせ
いせいど）と呼んでいます。少なくとも６世紀中頃にはこ
の制度ができていたようです。大事なことは、氏族により、
臣姓か、連姓かが決まっていたということです。ちなみに
臣姓豪族とは大王（天皇）家の直系の子孫（後裔氏族）
とされ且つ根拠地・民住地を氏の名とする在地豪族です。
その多くは葛城、平群、春日、和珥、多、阿部、蘇我等、
大和の豪族です。大和以外にも臣姓豪族は存在します
が、大和にくらべると少ないのです。これに対し、連姓豪
族とは、高天原の神の子孫つまり大王家の傍系の子孫
とされ且つ職掌を氏の名とする豪族です。その代表的な
豪族は、大伴、物部、中臣等です。例えば、中臣ですが、
神と大王（天皇）との中を執り申すことを職掌としていた
から中臣という氏となっているのです。この臣姓豪族と連
姓豪族とでは決定的な差異があります。古事記や日本
書紀が伝えているところを見ると、大王家（天皇家）と婚
姻関係を結ぶということはどの豪族でもできたことではな
く、１，２の例外を除いてそのすべてが臣姓の豪族だとい
うことです。連姓はあくまで大王家（天皇家）の傍系氏族
で且つ大王家（天皇家）に対する隷属的な身分であり、
臣姓との間で格式に差異があったのです。ここで問題に
なるのが、中臣鎌足です。中臣は連姓の豪族で、本来、
大王家（天皇家）と婚姻関係を結ぶなどは不可能ですが、
中大兄（天智天皇）は大化の改新の際の労に報いるた
め、鎌足に対し、中臣の女性と大王家（天皇家）との婚
姻、更には、皇族女性と鎌足との婚姻までも認めたので
す。本来、皇族が臣下と婚姻することなどあり得ません。
鎌足はこのような厚遇を受けるのですが、しかし、中臣が
連姓豪族であることには変わりありません。ところが、鎌
足はその死の直前、天智天皇より、大臣の位とともに藤
原の氏をも賜るのです。遂に連姓ではない、臣姓豪族と
しての藤原氏が誕生したのです。
古代を学ぶ会 村木 茂
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《急な階段の中ほどに鳥居がある。》

《県指定重要文化財の本殿》

奈良県山辺郡山添村中峯山に鎮座する。当社から北１
ｋｍで三重県に入る、県境に近いところ。伊勢本街道から
ははずれているが、古は大和から伊賀への要路であって、
伊勢へ向かう道程の一つでもあった。
当社由緒については社頭掲示板より転記します。
神波多神社(牛頭天王)は、「延喜式」神名帳(９２７)にそ
の名が見られる古社で、「延喜式」臨時祭に畿内堺１０ケ
所に祀った疫神のうち「大和与伊賀堺」に祀られた疫神で
あると考えられている。
また、本殿西方から出土した平安期の古鏡や、正和元年
（１３１２）の銘を刻む石灯篭(村指定丈化財)があるなどから、
かなり古くから信仰を集めていたようである。
天正９年（１５８１)織田信長の伊賀攻めの際に兵火に遭
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ったと伝えられ、縁記等の資料を欠き沿革の詳細は明らか
でない。
当社の祭神は、素盞鳴命のほか春日大神・櫛稲田姫命を
祀る。
古来から「波多の天王」と呼ばれ、大和・伊賀・山城など広
くにわたり崇敬者が多い。
江戸時代前期（１７世紀中項）の建立と推定される本殿
は、奈良県指定文化財(建造物)である。建立以来一度も
根本的な解体修理がなかったことから各部が緩み放置で
きない状態になっていたので、保存のため平成６年から同
７年（１９９５）にかけ初めての解体修理が行われ、創建当
時の姿に戻った。
主なお祭は祈年祭（２月２５日)祇園祭（旧６月１３日）
例祭(１０月１５日)新嘗祭（１１月２５日）である。
神 波 多 神 社
山添村教育委員会
宇陀編
１．宇太水分神社
（うたのみこなりじんじゃ・うたのみくまりじんじゃ）
同名社３社あり
A:宇太水分神社上宮
祭神： 天之水分神(第一殿) 速秋津彦神(第二殿)
国之水分神(第三殿)
B: 宇太水分神社下宮
祭神： 天水分神 國水分神 天児屋根神 品陀別神
C:惣社水分神社
祭神： 天之水分神 國之水分神 速秋津比古神
天児屋根命

符抄」で、平城天皇の大同元年（８０６）の牒に神封一戸が
奉られている。これより延喜式（９２７）成立以前からすでに
創建されていたことがわかる。
鎮座地は、Ａ社：奈良県宇陀郡菟田野町古市場、Ｂ
社：奈良県宇陀郡榛原町下井足、Ｃ社：奈良県宇陀郡菟田
野町上芳野である。

《Ａ社：左側に並んでいる本殿３殿は国宝。》

立地からすると、Ａ社は「宇陀」という地名の出所と考え
られる「宇陀野」のほぼ中央に位置し、さらに宇陀川の上
流にあるので水分神社たるに相応しい場所といえる。また、
３社のうち最も古く祭祀され、栄えた記録が残ることから、こ
のＡ社が式内「宇太水分神社」として有力な候補となって
いる。

《Ｂ社：一夜にして隆起してできたと伝わる丘の上に鎮座する。》
《Ａ社：二の鳥居 国道１６６号線沿いに大きな一の鳥居がある。》

Ｂ社については、Ａ社所蔵の社記によれば、Ａ社宇太
水分神社を「西殿の上の宮」と云うのに対して、Ｂ社は「田
宇太水分神社は、大和王権の勢力範囲の東西南北に 山の下の宮」または単に「下の水分宮」と称した。「水分社
祀られた水分の神の東に当たる。田畑を灌漑する水は、 記」によると、水分神が和州高水分山より芳野中山を経て
国の基本をなすため、古来重要視されてきた。祈年祭に 西殿上宮にとどまり、次いでこの地に来られた時に一夜の
於いて四水分神が祀られ、その際には決まった官幣の他、 うちに田が隆起して岡となったので地名を田山に改めた、
馬一頭も加えられた。Ａ社社伝によれば、第十代崇神天 とある。このことより、Ａ・Ｂ両社は一体不離の関係を持ちな
皇７年２月の勅祭とされる。記録にみえるのは「新抄格勅 がら共に奉斎されてきたと考えられる。後世に至り一体不
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離の関係はいつの間にかなくなり、お互い本末を争うよう
になったという。

宇太水分神社上宮

《Ｂ社： 三重県（伊勢）に近いのだと感じられる神明造の本殿。》

Ｃ社は、水分神が高見山から古市場に影向される途中、
此処に一時留まられた由縁によつて創祀されたものと考え
られる。後世当社を式内宇太水分神社に充てようとして 宇太水分神社下宮
種々試み、社記・宝物等に古い年代を付けたが江戸時代
に行われたことであり信頼できないとされている。

《Ｃ社拝殿 深い森の中にある神社。》
惣社水分神社
神波多神社

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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孔 允秀君 １年間お疲れ様でした！
今後のご活躍を楽しみに、応援しています。
いつでもまた遊びに来てください！！

＊＊＊ 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。

次週のプログラム
本日のメニュー
刺身盛り合せ…鮪、鯛、サヨリ
スズキの木の芽味噌焼き
…はじかみ、もみじ、栗麩照焼
生若布、筍、木の芽、蕗
鰈の唐揚げ…ししとう、レモン、天出し
ご飯
香の物(キャベツ、野沢菜、赤カブ)
味噌汁(豆腐、揚げ、葱)
フルーツ(2 種)

第 1226 回例会／2011 年 3 月 23 日
◆挨

拶
「早上好（ツァオシャンハオ）」（中国語）

◆ロータリーソング 「限りなき道ロータリー」
◆卓

話
第８回クラブフォーラム
「友好クラブ委員会」

予定表

月

４

日 曜日
予定
１６ 水 第１２２６回 例会 会員増強小委員会
１９ 土 ～２１日 台北市中興ＲＣ１９周年記念式典 （台湾宜蘭縣）
２３ 水 第１２２７回 例会 第８回クラブフォーラム「友好クラブ委員会」
２７ 日 えぇで、ＶＩＶＡ大阪！若者による日本文化シンポジウム２日目（ローターアクト）
３０ 水 例会休会
５ 火 ２０１０～１１年度淀輪会ゴルフコンペ 於 宝塚ゴルフクラブ 旧コース
６ 水 第１２２８回 例会 「メンバー卓話」生尾会員
１３ 水 第１２２９回 例会 第９回クラブフォーラム「米山奨学委員会」
２０ 水 第１２３０回 例会 外部卓話 東淀川税務署
２７ 水 第１２３１回 例会 メンバー卓話 井内会員

時間他
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

安藤忠雄氏講演会・クリーンハイク
MU 受付１２：００～１２：３０

９：１９スタート 新大阪ＲＣ主幹
１３：３０～定例理事会
１３：３０～絵画クラブレッスン

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

