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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

＜本日のプログラム＞
第 1243 回例会／2011 年 8 月 3 日
本日の挨拶
「ボンジョルノ Buon giorno」（イタリア語）
標

語
「Reach Within to Embrace Humanity」

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」

国歌斉唱 ｢君が代｣
君が代は
千代に 八千代に
さざれ石の いはほとなりて
苔のむすまで
卓

博愛を広げるために」

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 1242 回例会報告 （7 月 27 日）
■司会進行

SAA 松本（圭） 会員

■ロータリー・ソング

SAA 片岡 会員

■来賓紹介
会

SAA 井内 会員

友

■出席者報告
第 1242 回例会

宮崎 信夫 様

SAA 松本（圭） 会員
2011 年 7 月 27 日

会員数 36 名
出席率 83.33％
出席数 28 名
欠席数 6 名
出席免除会員数 2 名
第 1241 回例会（7/20）
メ－クアップ４名 修正出席率 88.89%
７/14 村角会員
7/17 松本（正）会員
7/27 谷口（芳）会員
7/28 高窪会員

話
第２回クラブフォーラム
会員組織委員会 増強

「こころの中を見つめよう

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
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新大阪ロータリークラブ
■会長の時間

会長

中川 建司
2011.7.27

１３）新たな管理事務が順調に発足し、管理運営の継続
性が保たれるよう、クラブの新旧理事の合同会合を開
く（ロータリー章典１０．０３０．）

一方、会長エレクトについては、クラブ会長要覧に次のよう
に規定されています。
１）「クラブ会長要覧」を読み、会長エレクト研修セミナー
（ＰＥＴＳ）備える
２）クラブ理事会の理事を務め、会長または理事会によっ
て定められた責務を遂行する
３）効果的なクラブの要素を指針として、クラブの長期目
標を検討する
４）「効果的なロータリークラブとなるための活動計画の指
標」を用いて、クラブの長期目標を支える年次目標を設
定する
今月からの会長職にあたって、まず、「会長はなにをする
・クラブの会員状況を把握する
のか？」と考え、まじめに「手続要覧」を見てみました。
・奉仕プロジェクトについて話し合い、プロジェクトを計
例会ごとに、２回鐘を叩いて、会長の時間のお話をさせ
画する
ていただいて、一年が終わればと考えていましたが、そう
・ロータリー財団をどのように支援できるかを検討する
甘くないようです。
・将来の指導者を育成する
手続要覧には「クラブ会長の任務」として以下のように定
・広報計画を立案する
められています。
・クラブの管理運営の責務を遂行するための行動計
１９９８年の手続要覧が手元にありましたのでこれも確認
画を立てる
してみますと、大きな違いはありませんでした。
５）クラブおよび地区の指導者と協力する
１） クラブ諸会合の議長を務める
・クラブ理事会と１回または複数回の会合を持ち、クラ
２） 各例会に当たって入念に計画し、開会および閉会
ブの定款と細則の規定をともに検討する
の時間を厳守するように配慮する
・すべてのクラブ委員会において職権上の委員を務
３） 理事会の定例会合（尐なくとも月１回）の議長を務め
める
る
・クラブ予算の作成を監督する
４） 任務にふさわしい人をクラブ委員会委員長におよび
・ＰＥＴＳおよび地区協議会でガバナー補佐と会合す
委員に任命する
る
５） 各委員会がそれぞれ明確な目標を持ち、一貫して
６）指導と奉仕プロジェクトの継続性を維持する
機能するようにする
・委員会の委員長を任命する
６） 地区大会に出席する
・継続性を図るため、可能な限り、委員を３年任期で
７） クラブ内および地区内のロータリーの諸問題に関し
任命する
てガバナーと協力し、かつ諸連絡を速やかに処理す
・前任者に相談する
る
・次期理事会と任期を終える理事会メンバーとの合同
８） 例年の会計監査はもちろん、クラブ予算の編成およ
会合を手配する
び会計事務の完全な履行を監督する
７）一貫した研修が定期的に行われるようにする
９） クラブにおいて包括的な研修プログラムが実施され
・会長エレクト研修セミナーと地区協議会に出席する
るように確認し、必要であれば、研修を行うクラブ研修
・クラブのすべての指導者に地区協議会への出席を
リーダーを任命する
促す
１０）ガバナー月信、その他事務局とガバナーからの通信、
・地区協議会の直後にクラブ協議会を開く
刊行物などから得られる重要な情報が、確実にクラブ
・地区大会に出席する
会員から伝達されるよう確認する
１１）６月にはクラブの財務状況および当該年度のクラブ
以上が、会長と会長エレクトの仕事ですがつまりは、会長
の目標達成状況について、総括的な報告をクラブに は既に計画したクラブの運営プランを実行しながら、会長
提出する
エレクトと協力して３～５年間の目標を立て、継続性のある
１２）任期が終わる前に、会長エレクトと協力して、すべて 事業を計画し、会員全員で取り組めるようにしなさいという
の重要記録、文書、財務事項を含め、任務の引継が 事だと思います。
円滑の行われるようにする
そのためには､やはり人がいないとできません。増強が必
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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要になります。今日・明日とインフォーマル・ミーティングを ばれていたと思います。小学校は单方小学校と呼ばれワ
開催します。テーマは「増強」とさせていただきました。どう シントンの前の新御堂の下あたりにありました。卒業した
ぞ皆さん活発な議論をお願いします。
翌々年位に現在地に西中島小学校と名を変えて移りまし
た。

■東日本大震災義援金報告

７月２７日 ３，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、久富会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

3,000 円
12,000 円

ボ

ッ

ク

ス

昭和３４年～４０年高槻中学、高槻高校と当時珍しい中高
一貫教育の男子校へ通う。Ａクラス、Ｂクラスとあり、いつも
飯原会員、久富会員、山本会員
Ｂクラスで勉強はあまりしなかったと思う。多感な時代を男
子のみ［先生、事務員、掃除の方含め全て］の世界で過ご
本日の合計
3,000 円
したものですから、いまだに女性コンプレックスがあるようで、
今年度累計
13,000 円
女性との会話は苦手のような気がします。
昭和４４年 甲单大学経営学部卒
ゴルフ部に４年間在籍していましたが、レギュラーとは縁の
ニ コ ニ コ 箱
報
告
ない状態のまま４回生の時マネージャーを務めました。
ゴルフ部とはいえ体育会系でしたので、トレーニングや規
■SAA
谷口（芳） 会員
律はきびしく上下関係や根性が身についた様に思いま
す。
大橋会員 暑中お見舞い申し上げます。
昭和４４年４月 卒業と同時に父親の経営する貴和化学薬
田中会員 新大阪ロータリークラブゴルフ会への
品【株】へ入社
お誘いありがとうございました。
おかげで就職活動は一切せずじまい。大学入試は推薦、
花原会員 ハンディに恵まれて優勝しました。
就職は父親の会社と社会の厳しさ競争を経験せずに過ご
したのが、あとあとお前は考えが甘いと言われる一因と思
っています。
金属表面処理剤（塗装前処理剤、脱脂剤、脱錆剤、防錆
剤、鍛造処理剤アルミ着色剤、金属黒染剤等）の製造、販
売のメーカーです。
コンペジターで最大手は日本パーカーライジング社です。
豊中市庄内に工場があります。 １７６号を豊中方面に向
かって、阪急バス本社前を左折、阪神高速の尐し手前の
卓 話
右側にあります。
2001 年 ５５歳で退職。甥が社長を引き継ぎ続けていま
す。
イニシエーションスピーチ
同年（有）ドウミランアンシャンテを設立し取締役に就任
田中 宏 新会員
アンシャンテ新大阪、アンシャンテ豊中の賃貸マンション
経営、管理をしています。私の退職後の受け皿、そして節
団塊の世代の走り、おかげで浪人組が尐なく、入試は楽 税対策のために設立したようなもので、本格的な不動産の
だったような気がする。
営業活動をしている訳ではありません。
小学１年生のとき現住所に引っ越す。当時は山口町と呼 ドウミランは 2001 のフランス語読み。アンシャンテは初めま
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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してのフランス語読みです。
家族
1972 年
結婚（妻 絹子 見合い結婚です）
その後 長女（結婚 ３９歳 北区在住）
次女（独身 ３６歳 同居）
長男（結婚 ３３歳 箕面市在住 ２人の子あり）
両親は父は 2007 年 母は 2009 年に亡くなりました。

趣味

ゴルフ 自転車 掃除 車の運転 プラモデル作り
一人でいるのは意外と好きです。
現状は町内会活動、民生委員活動のお手伝いをしながら、
マンションの掃除、管理をしてすこしは忙しく過ごしていま
す。
私の性格上あまり積極的な活動はないと思います。
でも、続けることが第一と考えていますので、出席すること
を最優先に取り組んでゆこうと思っています。

花原会員よりご報告

「第 22 回

八ヶ岳

夏山登山」
2011.7.14～16
健康家族の会

硫黄岳山頂（2760ｍ）

7 月 14 日㈭午前 4 時前に、桃山台の松尾宅を大石さんと 4 人で出発。4 時半に名神高速大津 SA で村
角夫婦と合流し、長野県中央自動車道諏訪 IC へ。
養老 SA で、朝食時になでしこジャパンがスウェーデンに 3－1 で勝った瞬間を見ました。諏訪 IC を
下りて茅野市を通り、唐沢・桜平分岐点からオフロードに入り、悪路に揺れながら 1 時間。10 時前に桜
平につきました。
アブの群がいる中で、手で払いのけながら、登山用の服装・登山靴に履き替え、ようやく準備を整え
ました。
10 時 20 分出発。鳴岩川に沿って、やわらかな木漏れ日の中、なだらかな登りを快調に進みまし
た。途中、何組かの中学生の集団と出会い、お互いに声を掛け合いながら、森林の中を夏沢鉱泉に
着き小休止。12 時 30 分オーレン小屋に着き、昼食をとり、今回の最大の難所である硫黄岳への登
りに向かいました。
急な登りが続き、互いに励まし合いながらのぼりましたが、早朝からの疲れか、足は重くなかな
かピッチが上がりません。1 時間半、ようやく眺望が開けた「赤岩の頭」にでました。左に硫黄岳
の山頂、正面はるか遠くに硫黄山荘の青い屋根がみえました。草木が 1 本もない小石だらけの中を、
言葉も出ず、黙々と頂上をめざしました。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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15 時にやっとの思いで、全員頂上(2,760m)につきました。山頂は、360°パノラマで、遠く槍岳、
赤倉がみえました。北側の噴火口跡は断崖絶壁で、壁面は黄色でした。記念写真の後、反対側に下
り、15 時 30 分硫黄山荘に着き、重い登山靴を脱ぎ、リュックをおろしました。無事全員登頂出来
た喜びを祝して、早速、生ビールで乾杯。喉にしみわたりました。17 時 30 分、夕食をとり、20
時には消灯して全員床に着きました。疲れすぎて全員あまりよく寝られませんでした。
翌朝、御来光を見る為に、4 時に起床。眼下に一面雲海がたなびき、空は雲 1 つ無い晴天でした。
山小屋の前で待つ事 35 分。雲海に紅色の光がサッーと走り、みるみる雲をあかね色に染めました。
ゆっくりとまん丸い太陽が昇る姿は、言葉で言い尽くせない荘厳さでした。
「まんまるだ 光陽浴びて 力満つ」
初日に頑張ってここまで登って来た甲斐がありました。
5 時 30 分に朝食をとり、装備を整えて、6 時 30 分に山小屋を出発。岩場に咲くピンクのコマク
サや、黄色いツクモグサをみながら、再び硫黄岳山頂に立ちました。
そこから遠く、これから行く根石岳・天狗岳が望めました。
硫黄岳を一気に下って、夏沢峠で小休止。根岩岳への急な登りをようやく越えて、根岩山荘まで
辿り着きました。あと根岩岳(2,603m)に 15 分の所で、松尾リーダーは、みんなの足取りが重く、
体調も思わしくないので、残念ながら下山しようと決断されました。そこからルートを変更し、オ
ーレン小屋に向かいました。山小屋で作っていただいたお弁当を食べて、体力の回復を待ち、ゆっ
くりゆっくり夏沢鉱泉に下って行き、硫黄山荘のオーナーの車で桜平まで送っていただきました。
14 時、2 台の車で、桜平を出発。富士見高原・小渕沢高原を通って、6 年前に RC で泊まった事
があるダイヤモンドソサイエティに着き、早速、露天風呂でゆっくりと、2 日分の汗を流し手足を
伸ばして、疲れを癒しました。お風呂に入り休息したおかげで、夕食は残さず食べる事が出来まし
た。
翌日、朝風呂に入り、朝食後、ホテルを出発。70 年前、清里高原を最初に開拓したポール・ラッ
シュ博士の｢清泉寮｣を見学、広大なグランドから富士山が美しく眺められました。滝沢牧場では、
牛乳たっぷりのソフトクリームを食べ、八ヶ岳倶楽部を散策して、道の駅｢はくしゅう｣でお土産を
買い、中央道小渕沢 IC から大阪に向かいました。途中、多賀 SA で、みんなで円陣を組み、｢来年
もがんばろうー！｣と言って解散しました。大変楽しく感動した 3 日間でした。

ツクモグサ

御来光 ７月１５日午前４時３５分

コマクサ
八ヶ岳の最高峰 赤岳（2899ｍ）

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－5－

2011～12 年度

国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

新大阪ロータリークラブ
この点については既に書いておりますが、次回尐し復習
することにします。
古代を学ぶ会 村木 茂

大和 式内社巡り
宇陀編 ⑧
古代を学ぶ会

１２．阿紀神社（あきのじんじゃ）
祭神：天照大神（主祭神）
今週からしばらくの間、古代の北部九州について、勉強
天手力男命 瓊々杵尊 秋姫命 八意思兼命
していきたいと思います。
現在温暖化が問題となっていますが、それと比べものに
ならない温暖化が今からおよそ１万数千年前に地球規模
で急速に始まりました。その結果、それまで大陸とつなが
っていた日本列島の周りに海水が押し寄せ、やがて大陸
と切り離された現在とほぼ同じ姿をした日本列島が誕生す
ることになります。
以後、約１万年にもわたり、大陸から影響を受けない独
自の文化が育ちます。これを我々は縄文文化と呼び、そう
した文化をになった人々を縄文人と呼びます。ところが、
今から２千数百年前頃より大陸から半島を経て日本列島
に文物の流入が盛んになり、そこから新たな文化が生まれ
新時代に移行していきます。それが弥生時代です。もっと
も変わったのは人々の生活様式です。水田稲作農耕の技
術が持ちこまれ、それが定着していき、人々は河川の周り
《阿紀神社入口》
の低地の平野に集中するようになります。それまでの採集、
狩捕、漁業中心の生活から稲作を主流とする農業活動が
奈良県宇陀郡大宇陀町迫間（はさま）に鎮座する。
中心となっていきます。その結果、弥生時代は人口密度が
当地は元伊勢伝承地の一つ、「宇太乃阿貴宮もしくは
高くなり、各地域に政治組織らしきものが形成されるように
なります。更に、身分の格差、貧富の差も生じるようになり、 宇多秋宮」の地であると伝わり、第１１代垂仁天皇皇女の
人々の確執が生まれ、争いごとも増加したと思われます。 倭姫命がここに４年間留まり天照大神を奉斎した由縁によ
このような弥生時代をになった人達は、どのような人々であ り神社を創始したものとされている。
ったのかについていろいろな意見があります。かつては、
渡来人が多数日本列島にやってきて、従来の縄文人を圧
倒しながら新たな文物を日本列島に広めたとする考えが
有力でした。つまり「縄文人」とは異なる「弥生人」の存在を
前提にするのです。近時は、日本列島に持ちこまれたの
は文物だけである、つまり縄文人が大陸から新しい文物と
生活を輸入しただけで、「弥生人」など存在しないとの考え
も有力に主張されています。どちらの考えがいいのかは、
皆さんに考えていただくとして、重要なことは、日本列島に
おける新しい文物と生活様式の受け入れ場所が北部九州
であったということです。
まず、北部九州において、弥生文化が実践され、定着
し、その後に日本列島の各地に広げられていったのです。
従いまして、弥生文化の受け入れが始まった２千数百年
前から古墳時代が始まるまでの間は、間違いなく北部九
《神明造の本殿》
州が日本列島の中で最もかがやいていた地域だったので
す。
此の地は古く伊勢大神宮の神戸が置かれていた処であ
３世紀の末、中国の晋王朝の時代に「三国志」という歴
った。「神戸（かんべ）」とは、特定の神社の祭祀を維持す
史書がつくられました。三国とは魏・呉・蜀のことで、その中
るために神社に付属した民戸のこと。即ち当地は伊勢神
の魏の歴史を書いた「魏史」中の「東夷伝一倭」の条に２世
宮へ貢物を奉献する神領地であった。そこから「神戸大神
紀から３世紀中頃の北部九州のことが書かれております。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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新大阪ロータリークラブ
宮」、「神戸神明宮」等の社号もおこったといわれる。江戸
時代には「神戸大明神」と呼ばれていた。

《能舞台》

社地は広く境内には能舞台もある。社頭掲示板によると、
元和（1615-1624）以来宇陀の地が織田藩の治所となり、
三代長頼公時代に始められたものといわれている。
本殿の建て方は、伊勢神宮と同じ神明造で单向きであ
る。神社单側には当社の御手洗川「本郷川」が流れ、その
清流に心癒される。

《当社单側を流れる本郷川》

阿紀神社

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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新大阪ロータリークラブ
本日のメニュー

次週のプログラム

ポテトと洋葱のクリームスープ冷製
牛ヒレステーキ ポワレ ボストン風
エスプレッソコーヒーゼリーに
水出し珈琲ブランマンジェー
パンとバター
珈琲

第 1244 回例会／2011 年 8 月 17 日

◆挨 拶
「ボンジョルノ Buon giorno」（イタリア語）
◆ロータリーソング 「手に手つないで」
◆卓

メンバー卓話
松川 雅典 会員

８月のバースデーロータリアン
８月 ７日
８月１７日
８月１８日
８月２０日

話

山根会員
宮崎会友
遠藤会員
森田会員

次週８月１０日(水)は
例会 休会です。

＊＊＊ 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。

予定表

月

日
８

曜日

予定

時間他

３

水

第１２４３回 例会 第２回クラブフォーラム「会員組織委員会 増強」

１３：３０～ 定例理事会

１０

水

例会休会

ＭＵ受付なし

１７

水

第１２４4 回 例会 メンバー卓話 松川会員

注：絵画クラブレッスン日は２４日です。

２４

水

第１２４５回 例会 外部卓話 作家 高嶋 哲夫様 14：00 まで １４：００～ 絵画クラブレッスン

３１

水

第１２４６回 例会 メンバー卓話 松本（圭）会員
事務局は８月８日（月）、１２日（金）、１５日（月）休業とさせていただきます。

東淀川区民まつりバザー寄贈品は８月１７日（水）より例会時にお持ちください。
イラスト提供：夢幻華亭他

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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