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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
Date 2011.8.24

Ｎｏ．1245
＊＊＊ 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 1245 回例会／2011 年 8 月 24 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」

ロータリーソング

｢手に手つないで｣

手に手つないで つくる友の輪
輪に輪つないで つくる友垣
手に手 輪に輪
ひろがれ まわれ 一つ心に
おゝ ロータリアン
おゝ ロータリアン

卓

話
公開卓話 「地震・津波・原発」
作家 高嶋 哲夫 様

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－1－

＊＊＊ 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 1244 回例会報告 （8 月 17 日）
■司会進行

SAA 吉田 会員

■ロータリー・ソング

SAA 鋳方 会員

■来賓紹介

SAA 大石 会員

会

友

■出席者報告
第 1244 回例会

辻本 嘉助 様

SAA 吉田 会員
2011 年 8 月 17 日

会員数 36 名
出席率 72.22％
出席数 22 名
欠席数 10 名
出席免除会員数 4 名
第 1243 回例会（8/3）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 80.56%
7/22 村木会員
7/22 湯浅会員
7/30 松本（正）会員

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
■会長の時間

会長

中川 建司
2011.8.17

と継続していく事が大切でしょう。
それには､増強プログラムを常に見直ししていくことも大切
だと思います。慣れになるとまた力の入り方も薄くなり、結
果どこかで途切れてしまうのではないでしょうか。
やはり、継続は力です。

今週も会員増強のお話しです。
前回、クラブフォーラムの時間に、今年度の増強活動方針
について松本圭右増強委員長をはじめ他の委員からも説
福島市長・福島市教育委員会より感謝状を戴きました。
明をしていただき､これについて皆さんからもご意見を頂き
ました。
■東日本大震災義援金報告
８月 １７日 ２，０００円
ＲＩ会長は次の４項目を重要ポイントとして示されました。
１．地域特有の機会や課題を把握する
２．若い世代の職業人や女性など、より多様性に富んだ
会員を勧誘し、クラ
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
ブにおける職業分類の幅を拡大する
３．全地域において会員維持活動を改善する
飯原会員、鋳方会員、北野会員、谷口（光）会員
４．より魅力的で柔軟性のあるクラブづくりを実行する
松川会員、村木会員、吉田会員
一方、ＲＩが配布している「会員増強 推進用手引き」には
増強活動のステップとして次のように書かれています。
本日の合計
7,000 円
１．会員増強のための行動計画を立案する
今年度累計
22,000
円
２．会員の増加と積極的勧誘を推進する
３．会員を最大限に維持する
6 月に開催された地区の増強セミナーにおいて、増強に成
米
山
ボ ッ ク ス
功したいくつかのクラブの報告がありましたが、共通してい
るのは、クラブの全員が危機感を持ち、長期の増強計画を
飯原会員、鋳方会員、北野会員、谷口（光）会員
作成して継続して実行していく。これが成功の秘訣だとい
松川会員、村木会員、吉田会員
えると思います。
当クラブにおいても、前回ご案内させて頂いたように、年６
本日の合計
７,000 円
回のオープン卓話を開催し、その際に皆さんのお知りあい
今年度累計
24,000 円
の方をお招きする。そして、定期的にフォローするというの
が現在の計画です。
これで、今年度どのくらい成果が出るかは未知数ですが、
ニ コ ニ コ 箱
報
告
今年だけではなくずっと継続していくことが必要かと思いま
す。それには、講師の方を確保するのが最も大変な作業
大石 会員
ではないかと思いますが、既に講師をされた方に紹介をお ■SAA
願いをするとか、普段から注意をして講師を出来る方を探
鋳方会員 暑い日が続きますが、皆様元気で乗
すとか、講師を出来る方をいっそのこと会員にしてしまうと
り切りましょう。
か、また、現在の会員でお話の上手な方に講師をお願い
北野会員 墓参りしてきました。
するとか、いろんな方法があるかと思います。
谷口（光）会員 残暑、お見舞い申し上げます。
もし目標を達成したからといって一息つくのではなく、ずっ
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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松川会員
村木会員
安井会員
吉田会員

委

本日の卓話よろしく。
前回欠席のお詫び。
妻の誕生日に美しい花をありがとう。
残暑御見舞い申し上げます。

員

会

報

■友好クラブ小委員会

税金の少ないより豊かで幸福な社会に変革できると思いま
す。

告

谷口 光夫委員長

２０１２年３月１４日（水）台北市中興ロータリークラブの創立
２０周年記念式典が開かれます。大勢で参加しましょう。
（内容はパンフレットをご覧ください。）

■幹事報告

幹事 村角 末義

１．福島中央 RC・台北市中興 RC との辞書贈呈の件（福島
市長からの感謝状・福島中央 RC よりのお礼状につい
て）
２．辻本会友が所属されている JOCS より会報誌が届きまし
た。回覧します。
３．８月３日に行われました理事会の議事録をメールボック
スに入れております。
４．市民日報に新大阪 RC の暑中挨拶が掲載されました。
皆様のメールボックスに入れております。

卓

話

「日本社会において変革したいこと」
松川 雅典 会員
私の弁護士経歴４０年は事件に非常に恵まれた４０年間で
した。本日はその中で私自身が体験したお話しを２つした
いと思います。
この２つの話を通して私は日本社会（最近の中国の鉄道
事故に関する鉄道省を見ていると中国だけでなく世界のど
の国でも同じ）における官僚（公務員社会）の自己保存本
能・自己増殖本能を断ち切ることができれば、日本社会は
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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その一つは私が平成１０年に和歌山地方裁判所からある
ゼネコンの管財人に選任されたときに体験した事実、もう
一つは平成１２年に金融再生委員会から在日の金融機関
の金融整理管財人に選任されたときに体験した事実です。
前者の事件では、如何に国土交通省（当時の建設省）が
日常的に天下り先の確保に汲汲としているかをこの身を以
て体験させられました。後者の事件では如何に財務省（当
時の大蔵省）が権力を嵩にきてどんな金融機関もいいなり
にすることができると考えているかを知りました。
私は日本社会の官僚機構の３分の２は無駄と考えていま
す。必要最小限度の公務員で必要最小限度のサービスを
するだけで良いのです。このような機構に変革することが
できれば我が国のＧＤＰの数倍もの借金は直ぐ返済できる
でしょうし、法人税もどの国よりも軽減でき我が国の国際競
争力が世界一となるのは目に見えています。
改革の具体策の一つは公務員の人事を一本化して優秀
な人はいろいろな省庁を体験させる、二つ目は内部通報
（匿名）を充実させて不要と思われる省の事業を削減する、
または予算を消化しないようにする（そして削減額の多か
った省、予算を余らせた順番に余らせた分をボーナスとし
て支給する。）三つめは、これは一番難しくて私自身も良
い案は持ち合わせていないのですが余ってくる公務員の
生活保障です。これさえうまく処理できれば官僚の天下り
は根絶できるのです。まず公務員の意識を出世するほど
偉くなるという意識から奉仕できる人が偉いという意識に変
革し（もちろん国民の意識を変えることが前提です。）余っ
てくる公務員を阪神淡路大震災後に我が国に多く誕生し
たＮＰＯの職員として活動してもらうのがその解決策となる
のではないかと考えています。
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大和 式内社巡り
宇陀編 ⑩
古代を学ぶ会

イザナギノミコトが禊をした場所について、古事記は
「竺紫（つくし）の日向（ひむか）の橘（たちばな）の小門（お
ど）の阿波岐原（あわきはら）」とし、日本書紀は「筑紫（つく
し）の日向（ひむか）の小戸（おど）の橘（たちばな）の檍原
（あわきはら）」としております。次回はこの点についてお話
します。
古代を学ぶ会 村木 茂

今回は筑紫と非常に係わりの強い神様、住吉神のお話
をします。
尚、古代では住吉と書いてスミノエと呼ばれていたようで １４．門僕神社（かとのふさじんじゃ）
す。古事記では「墨江」という字を当てています。
祭神：経津主命 天津児屋根命 武甕槌神 姫大神
大阪市住吉区にある住吉大社は非常に有名で、皆さん
玉祖命 天手力男命 天宇受売命
も一度は行かれているのではありませんか。一寸法師も住
吉大社に絡んだおとぎ話です。その住吉大社には４つの
本殿があり、そのそれぞれに、表筒之男（うわつつのお）神、
中筒之男（なかつつのお）神、底筒之男（そこつつのお）神、
神巧皇后がまつられています。その内の表筒之男神、中
筒之男神、底筒之男神の３神を総称して住吉神と言いま
す。全国にある住吉神社にはこの３神がおまつりされてい
ます。住吉大社は３神以外に第１５代応神天皇のお母さん
の神巧皇后もおまつりしていますが、それには理由があり
ます。天理・都祁編⑤で少し書いていますが、後ほどもう１
度お話します。
この住吉大社の神主さんは古代よりずっと津守氏が務
めておりましたが、住吉大社が津守氏の氏神様という訳で
は決してありません。津守氏の氏神様は大海（おおあま）
神社で住吉大社の境内にあります。津守という津守氏の名
《門僕神社入口》
前をとった地名が残っているのも歴史を感じますね。この
住吉神は、記紀の神代巻に現われる格式のある神様で、
所在地の宇陀郡曽爾村今井は、背後には鎧岳（８９３
イザナギノミコトの子供とされています。ここから、大和朝廷
にとり、非常に大事な、特別な神様だったことが分かります。 ｍ）、兜岳（９２６ｍ）、屏風岩（８６８ｍ）が聳え立つ景勝地で
大和から瀬戸内海を通り、半島、大陸へと進出する航海の 社前には青蓮寺川（曾爾川）が流れている。
「門僕」の読みは、上記の他社頭掲示板には「かどふさ」、
出帰行港として、住之江津、難波津が大和朝廷にとり非常
古文書では「かとの」や「門倍神社」と書いて「かどのじんじ
に重要であり、住吉大社がこのような港を抱える上町台地
ゃ」などがあり、また地元では音読みで「もんぼくじんじゃ」
に位置する航海守護神であったからと思われます。
尚、住吉神と筑紫との関係については、記紀の神代 と称している。
巻の住吉神の誕生譚に書かれています。イザナミノミコト
は死ぬ間際に夫のイザナギノミコトに対して、死んだ後に
は絶対に自分の姿は見ないで、と言い残して死んでいきま
す。夫のイザナギノミコトはどうしてもイザナミノミコトに会い
たくなって、イザナミノミコトの住む黄泉の国に行きます。そ
こで、イザナギノミコトは体が腐って蛆が湧いている醜い姿
になっているイザナミノミコトを見てしまいます。醜い姿を見
られたイザナミノミコトは大いに怒り、イザナギノミコトを追い
かけていきますが、イザナギノミコトは逃げて逃げて、遂に
イザナミノミコトからの追走から逃れることに成功します。そ
こで、体が汚れているということで、筑紫の日向で禊（みそ
ぎ）をします。その禊をしたときに、海の底から底筒男神、
真中から中筒男神、一番上から表筒男神という住吉三神
が現われたということになっております。問題は、筑紫の日
向がどこかということです。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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《社頭掲示板》
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現在の祭神は後世のものであるようで、「大和志料」に
は隼人の祖「火蘭芹命」（海幸彦）が祭神で、雄略天皇３年
に創祀されたと記されている。
「隼人」は古代九州南部に居住していた部族で、しばし
ば大和王権に反抗していたが、後（７世紀頃？）に大和の
支配下に取り込まれ、律令制における「兵部省」に属する
「門部」として宮中警護の役に任ぜられていた。古事記や
日本書紀に登場する「海幸・山幸」の物語にこのことが象
徴的に描かれている。

《神明造の本殿》

《拝殿》

当社の由緒は明らかでないが、曾爾村の八字の産土神
として厚く崇敬されてきた。かつて青蓮寺川は今のように
川幅が広くなく川淵に鎮座していた。延宝７年（１６７９年）
大風雨による氾濫により社殿・拝殿その他全てを流され棟
札や記録なども一切流失したという。その後、元社地の北
端の高台に再建され現在に至っている。
当社の例祭は毎年の「体育の日」の前日午前８時より行
われ、神饌として柿と餅を串に挿し頭上に鷄頭の花を挿
し、着飾った乙女の形を模した「頭甲（すこ）」と犬の舌の形
を模した餅等が供えられる。これは昔、村の平和と豊作を
祈り白羽の矢の立った家から娘を人身御供とする生贄を
行っていた名残であるともいう。また獅子舞が挙行されるが
これは昭和５４年に県の無形文化財の指定を受けた。

《神社からの景色》

門僕神社

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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本日のメニュー

次週のプログラム

オレンジと人参の冷製スープ
すずきのパイ包み焼き
パンとバター
デセール
コーヒー

第 1246 回例会／2011 年 8 月 31 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

話

「教育実習生から見た学校現場の実態」
守口 真由 様
（松本圭右会員担当）

新大阪 RC のホームページも是非ご覧ください！
ホームページは随時更新しております。トップペー
ジの「トピックス」より、行事の写真もご覧いただける
ようになりました。週報もアップしていますので、ぜ
ひアクセスしてください。
http://www.shin-osakarc.jp/

＊＊＊ 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。

社会奉仕委員会より

引き続き震災義援金のご寄付を
よろしくお願いします。

予定表
月

日
８
９

曜日

予定

時間他

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 「教育実習生から見た学校現場の実態」

７

水

第１２４７回 例会 第３回クラブフォーラム「クラブ運営委員会」 １３：３０～定例理事会

１４

水

第１２４８回 例会 東淀川区民まつりの準備

１８

日

東淀川区民まつり盲導犬育成バザー 13：00～16：10

２１

水

第１２４９回 例会 「交通安全教室」 淀川警察署

講師：守口真由様（松本圭右会員担当）

準備手伝いは 10：30 に集合

東淀川区民まつりバザー寄贈品は９月１４日（水）までの例会時にお持ち下さい。
お一人３点以上、売値で合計１万円以上になるような品物をお願い致します。
イラスト提供：Airy*Mint http://airymint.com/・http://homepage3.nifty.com/fiore-k/index2.html 他

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－6－

2011～12 年度

国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

