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■ 会長／村木 茂 幹事／安井 一男 会報委員長／浜 博英 会報副委員長／村角 末義
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
Date 2011.3.23
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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 1226 回例会報告 （3 月 16 日）

＜本日のプログラム＞
第 1227 回例会／2011 年 3 月 23 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」

■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

大阪東ＲＣ

土井 孝夫 様

「地域を育み 大陸をつなぐ」

ロータリーソング ｢限りなき道ロータリー｣
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
第８回クラブフォーラム
友好クラブ小委員会

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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■出席者報告
第 1226 回例会

SAA 生尾会員
2011 年 3 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 1225 回例会（3/9）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 73.68%
2/24 村角会員
2/24 森田会員
3/05 山本会員
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■会長の時間

村

木
茂
３月１６日

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

「東日本大震災」
飯原会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

2,000 円
155,000 円

山

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、松川会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

今回の巨大地震、大津波の映像を見られて、皆さん、何
度も涙を流しておられると思います。何も悪いことをして
いない、何の落ち度のない多くの人達が、一瞬の間に亡
くなられたり、行方不明となっておられます。さぞや、御
無念であったと思います。
昨日、東京に行ってきました。新幹線で行ったのです
が、行きは私が乗った車両には５名しか乗車していませ
んでしたが、帰りは超満員で自由席の通路までぎっしり
でございました。援助物資は西から東へとどんどん流れ
ているようですが、人は東から西に大移動という感じです
ね。又、東京はいつもと全く違っておりました。駅の構内
は暗く、エスカレーターもとまり、街は人や車が非常に少
なく、どんよりした天気のせいかも知れませんが、全く元
気がないという感じ、以前の活気に満ちた憧れの東京で
は全くなかったです。
これまでの日本経済は東京を中心とした東日本が引っ
張ってきましたが、これから当分は期待できそうにありま
せん。今こそ、大阪を中心とする西日本がもっともっと頑
張って日本を引っ張っていかないと日本はもうだめにな
ってしまうかも知れません。皆さん頑張りましょう。そして、
それとともに関東、東北地方が完全に復興をはたすまで、
協力、援助し続けましょう。それが、生命も家族も財産も
全く失わなかったすべての日本人の責務でございます。
いよいよ、当クラブの社会奉仕委員会の出番です。当
クラブ独自で、且つ、被災地が完全に復興するまでの長
い間に渡る援助としてどのようなことが可能か、社会奉仕
委員会とともに考えたいと思います。皆様方の御協力を
お願いします。
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3,000 円
157,000 円

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA
櫻井会員

森田会員
山本会員

告
松川 会員

先週家内の誕生日にお花のプレゼ
ント有難うございました。家内も大喜
びです！
妻の誕生日に美しい花をありがとう。
前回欠席のお詫び。

■幹事報告

幹事 安井 一男

① 千葉在住の 会友 岡田孝司さんは御本人、ご家族
とも、震災の被害はない事を電話で確認。
食品やガソリンが不足しており困っているとの事
② 東北地方のロータリークラブについて
2830 地区 青森県内 17 クラブ
2520 地区 岩手県内 6 クラブ 宮城県内 15 クラブ
2800 地区 福島県県内 20 クラブ
その他の地域も含め会員等の被災状況は不明
③ 新大阪ＲＣ会員の皆様に、被災者支援義援金をお
願い。
④ 国際ロータリー財団が「ロータリー日本・太平洋諸島
震災復興基金」を設置
オンラインでの義援金の寄付が可能

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
⑤ 台北市中興ＲＣ、ＣＨＣステファン院長より震災への
お見舞いへメッセージの紹介
台北市中興ＲＣよりは義援金の申し出があります。
⑥ 4/5 開催の淀輪会ゴルフコンペは、その主旨を「東
北大震災被災者支援チャリティーコンペ」に変えて
実施
⑦ 3/19 開催の台北市中興ＲＣ創立 19 周年記念式典
は予定通り 村木会長 谷口光夫前会長 松本圭
右元会長 安井幹事にて出席

という決意表明。
また、各会員からは１５名の候補者名簿を頂きました。
ただ、一同に会しての入会は難しいと候補者の個別情報
を頂きました。
そこからの入会情報では、かなり皆さんの苦戦が伝えられ
ました。
皆さん、もう一歩努力していただいて候補者を含めた拡大
例会まで何とかこぎつけたいと思います。
異業種交流会でもいいですので、この４，５月に日時を決
めて皆さん無理からに人を集め講師を呼んで例会を行い
ましょう。
今後のクラブのためによろしくお願いします。

⑧ 3/12 淀川ＲＣ50 周年記念式典 村木会長 安井幹
事出席報告。
⑨ スリランカＧＳＥ受け入れ、震災の為中止
２．
「２０１１－１４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」
中川 建司 会長エレクト

卓

話

１．「会員増強小委員会 途中報告」
会員増強小委員会 片岡 重裕 副委員長

今年度、増強委員会では様々な試みを行ってきました。
まず、「ゆりかごから天国まで大作戦」を合言葉に、３人組
出席率向上作戦を持って現会員の出席率向上を呼び掛
けました。
また、会員の意見交換会として９月２４日に夜会合を持ち、
様々なアイデアを頂戴しました。
１．ビルの全てのテナントに対する増強活動
２．再入会いただけるような旧会員及びそのご子息に対す
るアプローチ
３．全会員よりの情報提供による増強活動

先週に引き続き、本日改めて配布したレジュメをも
とに目的、定款・細則の変更案、手順を説明し会場に
意見を求めたところ、変更案の内容に関して会場から
複数の意見が提出さました。
その結果、提出された意見を反映した内容でＲＩに
申請することについて、会場にその可否を諮ったとこ
ろ出席者全員の同意を得ましたので、３月中にＲＩに
申請をすることになりました。
（会員数３８名の内、出席者２８名の同意をえました
ので、 申請要件である、会員の３分の２以上の同意条
件を充たしています）

それとこれから３年間にわたる会長の会員数を５０名にする
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２．椋下神社（むくもとのじんじゃ・くらじじんじゃ）
祭神：高倉下命

大和 式内社巡り
宇陀編②
古代を学ぶ会
今週は吉備の豪族の話をします。記紀は、吉備地方
の豪族として下道、上道、香屋、三野、笠、苑等を上げ
ております。一地方の豪族としては非常に多く、正に大
和に匹敵する程です。また、それら豪族は、いずれも臣
姓です。一地方にこれほどの臣姓豪族がいるのは大和
以外には見られません。吉備の豪族は、非常に有力な
豪族であり、大和・河内の豪族に準じた扱いを受けてい
たことが分かります。そのことは、記紀に吉備の豪族全体
として大王家と７回の婚姻関係があったと記載されてい
ることや書紀に多くの吉備の豪族が将軍等として、山陽
道、出雲、東国、熊襲国等の日本の各地や任那、新羅
等海外に出征したと書かれていることからも裏付けること
ができます。他の豪族ではあり得ません。
ただ、吉備の豪族は、大王家と多くの婚姻関係を持っ
てはいますが、その婚姻関係から生まれた皇子で大王
（天皇）になった者は１人もおりません。これは、大和の
勢力が吉備の豪族を、自分達と同じ血縁、同族であると
認めていなかったからではないかと思います。
先週、臣姓は大王家（天皇家）の直系の子孫と書きま
した。
事実、古事記では、孝霊天皇の後裔が上道臣、下道
臣、笠臣とし、日本書紀では孝霊天皇の後裔が吉備臣
と記載しております。然し、日本書紀は他方で、応神天
皇の妃に兄媛（えひめ）があり、その兄の御友別（おとも
わけ）の長男、稲速別（いなはやわけ）が下道臣の始祖、
同じく次男、仲彦（なかつひこ）が上道臣、香屋臣の始
祖、同じく３男、弟彦（おとひこ）が三野臣の始祖、更に
御友別の兄弟、鴨別（かもわけ）が笠臣の始祖、浦凝別
（うちこりわけ）が苑臣の始祖と記載しています。ここでは
吉備の豪族は、大王家（天皇）の直系子孫でも傍系子
孫でもないとされているのです。孝霊天皇は第７代天皇
であり、そもそも、７世紀以降に造作された天皇であると
考えれば、後の記載が妥当ということになるのでしょうね。
孝霊天皇の実在の有無はともかく、大和王朝が吉備の
血を受け継ぐ者を決して大王にしなかったことを考えると
吉備の豪族を大王家（天皇家）の後裔と考えないほうが
いいかも知れませんね。最後に吉備臣と他の吉備の豪
族、例えば下道臣、上道臣との関係について考えてみ
ます。かつては、吉備地方全体を支配していたのが吉備
臣氏で下道臣氏とか上道臣氏とかは吉備臣氏の下の小
氏だという考え方が有力でした。現在では吉備臣氏とは
早くから、吉備地方から大和に出てきて朝廷に仕えた大
和内の吉備出身者達によって形成させられた氏族であ
り、吉備地方本来の豪族である下道臣とか上道臣とは
区別すべきとの考えが有力です。
古代を学ぶ会 村木 茂
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《上：急な山の斜面に鎮座する神社。下：神明造の本殿》

宇陀市榛原区福地、近鉄線 榛原駅より東へ８００ｍの
ところに鎮座する。
神社名の読みは、「ムクモト」「クラジ」がある。現在でもこ
の辺りは「ムクモト」の地名をとどめているので「ムクモト神
社」とするのが自然であると思われる。但し地元住民は「ク
ラジ神社」と呼んでいる。
社頭掲示板より当社由諸について抜粋すると、
『「古事記」「日本書紀」によると神武天皇東征のみぎり熊
野へ到着されたとき荒ぶる神の毒気に当たって、一行の
者は皆気を失い倒れ伏してしまった。このとき高倉下命は
自分の倉板に突き刺さっていた天の神の下された剣を献
上した。その剣の霊威によって天皇はたちまち悪神を平ら
げて中つ国へ兵を進められたとある。この剣はのち石上神
宮に祀られたが高倉下はこの功により文武天皇慶雲二年
(702)に八咫烏神社と同時に祀られたと伝える。
もと福地山（高倉山）の山中に祀られていたが何時の頃
か現在地に遷座されたとも伝える。』
創祀当初の祭神は明らかでないが、近世は天照大神を
奉斎していたという。また、天照皇大神、高倉下命、神倭
磐余彦天皇、十二將神を祀るという説もある。
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３．丹生神社（にうのじんじゃ）
祭神：高靇神

《入口までは車で登ってこれる。》

宇陀市榛原区雨師字朝原に鎮座する。近鉄大阪線
榛原駅より西方約３ｋｍ、雨師集落の中、細い急な坂道を
上がった突き当たりが神社。
神武天皇東征の折、菟田の高倉山に登り国中を見ると、
敵が要所要所に軍を置いていた。その夜、夢に天神が現
れお告げがあった。
「 天の香具山の社の土を取って、天の平瓮（ひらか）を
造り、あわせて厳瓮（いつへ）を造り天神地祇を祭れ。そし
て呪（まじな）いをすれば敵は自から降伏するだろう。 」
天神地祇を祭り呪いをしたところが菟田川の朝原で、当
社はその伝承地のひとつである。
当社の境内から背後の山腹にかけて磐境と考えられる
石群が点在している。また山中には俗称「龍王池」と呼ば
れる小池があり、池前にある方形の石は神武天皇御休石
と伝わる。

《上：菟田川之朝原伝承地の石碑 下：春日造の本殿》
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《カーブを描く参道の階段はとても雰囲気が良い。》

椋下神社

※丹生神社の地図は次回掲載します。
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＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
本日のメニュー
〈１００万ドルミール〉
鮪の胡麻ステーキサラダ
生姜ドレッシング
ワシントンホテル伝統のビーフカレー／ライス
コーヒー

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。

次回のプログラム

第 1228 回例会／2011 年 4 月 6 日

◆挨

次週３月３０日(水)
は例会 休会です。

拶
「アンニョンハシムニカ」（韓国語）

◆国歌斉唱 「君が代」
◆卓

話
メンバー卓話
生尾 雅美

会員

予定表

月
３

４

５

日
２３
２７
３０
５
６
１３
２０
２７
４

曜日
水
日
水
火
水
水
水
水
水

予定

時間他

第１２２７回 例会 第８回クラブフォーラム「友好クラブ委員会」
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） 安藤忠雄氏講演会・クリーンハイク

例会休会
淀輪会ゴルフコンペ 於宝塚ゴルフ倶楽部 ９：１９スタート
第１２２８回 例会 「メンバー卓話」生尾会員
第１２２９回 例会 第９回クラブフォーラム「米山奨学委員会」
第１２３０回 例会 外部卓話 東淀川税務署
第１２３１回 例会 「メンバー卓話」 井内会員
例会休会 （祝日・みどりの日）

MU 受付１２：００～１２：３０

新大坂 RC 主幹
１３：３０～定例理事会

１３：３０～絵画クラブレッスン
MU 受付なし
イラスト提供：イラスト素材桜屋他
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