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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 1247 回例会／2011 年 9 月 7 日
本日の挨拶
「グーテン・ターグ Guten Tag」（ドイツ語）
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

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 1246 回例会報告 （8 月 31 日）
■司会進行

SAA 吉田 会員

■ロータリー・ソング

SAA 花原 会員

■来賓紹介

SAA 花原 会員

本日の卓話ゲスト
会 友

守口 真由 様
宮崎 信夫 様

｢君が代｣
■出席者報告
第 1246 回例会

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

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊

話
メンバー卓話
「震災復興支援グループ 京援隊」
松本 正 会員

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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SAA 吉田 会員
2011 年 8 月 31 日

会員数 36 名
出席率 66.67％
出席数 20 名
欠席 12 名
出席免除会員数 4 名
第 1245 回例会（8/24）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 80.56%
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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
2011.8.31

識を深め、各会員の職業を社会に対する奉仕の機会を提
供するものとして品位あらしめること
２．事業および専門職務の道徳的水準を高めるように奨励
すること
３．構想や事業運営方法の交換によって各会員の存立を
高めること
４．奉仕の一つの機会として、また成功への道として、情理
ある友好関係を推進すること
５．公共の福祉に対する各会員各自の関心を促し、かつ
市の発展のために他の人々と協力すること

この綱領採択の前年 １９１１年のポ－トランド大会では、シ
ェルドンが提唱した奉仕の理念
He profits most who serves best （最もよく奉仕するもの、
最もよく報われる）が採択されており、この頃からロータリー
クラブは会員の親睦と物質的利益を互いにはかり合う社交
「ロータリーの綱領」
クラブ的な考えを捨てて、職業奉仕・職業倫理の課題を真
ロータリーの綱領にも歴史があります。
剣に考え始めたことがよく分かります。
１９０６年に採択されたシカゴロータリークラブの最初の定 ロータリーの綱領は、その後時代と共に変更が繰り返され
款には、次の 3 つの目的が記されていました。
て、その時の情勢にあわせた調整が行われ、１９５１年にそ
の最も重大で最後の改訂が行われ、現在の綱領になりま
１．本クラブ会員の事業上の利益の増大
した。
２．通常社交クラブに付随する親睦およびその他の特に必
要と思われる事項の推進
（国際ロータリー定款第４条第１節及び標準ロータリークラ
３．シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ市民としての ブ定款第４条第１節）
誇りと忠誠心を市民の間に広める（この項目は上記の二つ
設定された後で年内に付け加えられたそうです）
【ロータリーの綱領（The Object of Rotary ）】
ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想
その後、カナダやイギリスにもロータリークラブが結成され、 を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹育成するこ
全米ロータリークラブ連合会は１９１２年にミネソタ州ダルー とにある：
スで開催された大会で、「国際ロータリークラブ連合会（１９ 第１ 奉仕の機会として知り合いを広めること
２２年のロサンゼルス国際大会において国際ロータリーと 第２ 事業および専門職務の道徳的水準を高めること；あ
改称）」と改称されました。この大会で、国際ロータリークラ 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ふ
ブ連合会の綱領とロータリークラブの綱領とが分離され、 かめること；そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
それぞれ、次のように改められました。
奉仕するためにその業務を品位あらしめること；
第３ ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活おお
【国際ロータリークラブ連合会の綱領】
び社会生活の常に奉仕の理想を適用すること；
１．ロータリーの原則を標準化し、全てのロータリークラブ 第４ 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる
が地元の事情に適応する範囲で、それを採択するように 人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を
奨励すること
推進すること。
２．世界の全ての商業中心地にロータリークラブを結成す
るように奨励推進すること
この改訂によって、ロータリーには「有益な事業の基礎とし
３．既存するロータリークラブの活動と、在籍する会員およ て奉仕の理想を鼓吹し、これを育成する」という実際ただ
び地域社会に対するクラブの価値を研究し、その結果得ら 一つの綱領があると決定され、この崇高な目的を達成する
れた情報を全てのロータリークラブに明示すること
ために、特に鼓吹・育成すべき４つの分野が定められたの
４．広い友愛の精神と、各国各都市の事業および専門職 です。The Objects of Rotary が The Object of
種に従事するロータリアンならびに加盟クラブの間の利益 Rotary に変わり、すべての文章がコロンとセミコロンで結
の調和を推進すること
ばれたのはこのような事情によるものです。
【ロータリークラブの綱領】
１．すべての合法的職業は尊重されるべきであるという認
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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■東日本大震災義援金報告

８月 ３１日 ３，０００円

卓
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

話

「教育実習生から見た学校現場の実態」
守口 真由 様

飯原会員、片岡会員、吉田会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

3,000 円
27,000 円

ッ

ク

ス

飯原会員、片岡会員、吉田会員
本日の合計
今年度累計

3,000 円
27,000 円
教員の勤務時間（８：３０～１７：００）

ニ コ ニ コ 箱
■SAA
大石会員
片岡会員
田中会員
中川会長
花原会員
久富会員
森田会員

報

告
大石 会員

妻の誕生日においしい野菜をありが
とう。
妻の誕生日に美しい鉢花をありがと
う。
納涼会のお誘いありがとうございまし
た。楽しかったです。
妻の誕生日においしい野菜をありが
とう。
大石さん、ハイキングの帰り大変お世
話になりました!!
2 人目の孫誕生。楽しみが増えまし
た。
一寸いいことがありました。

■幹事報告

①朝の仕事
・７：３０には若手の先生方は出勤し、職員室の清掃や
職員トイレの清掃、雑務を行う。
・７：５０に正門で教頭先生を筆頭にあいさつ指導にて
服装のチェック、生徒への声かけを行う。
②８：３０より職員朝礼
・一日の流れ、連絡事項の確認を行う。
・クラスを持つ担任はホームルーム指導にて出欠の確
認、連絡事項の伝達を行う。
③授業（１人の先生につき１日６限中４～５限の授業）
・授業間１０分休みは次の授業の準備・移動で終わるの
でないのと同様。
・授業がない空き時間はノートの点検、小テストの採点、
教材プリントの作成を行う。
・出席簿管理、行事前などはそのプリントの作成をも行
う。

幹事 村角 末義

１．新大阪 RC9 月の予定表をメールボックスへ入れており
ます。ご確認ください。

④昼休み（担任は各教室で昼食指導）
・生徒指導、委員会活動、補習授業を行う場合が多い
為、昼食時間を必ず確保できるわけではない。
・昼食を食べることが出来ない日もある。
⑤授業
⑥終礼
・クラス担任は各教室にて連絡事項の確認、翌日の連
絡事項の伝達を行う。

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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⑦清掃活動
⑩まとめ
・全教員が参加し、割り当てられた場所で生徒と一緒に
・教師の仕事の多さや大変さの実感。
行う。
・残業手当や休日出勤手当もないので給料に見合って
いない。
⑧放課後
・土日はクラブ活動や、大会参加の為の引率などを行う
・クラブ活動、委員会活動、再テストや補習授業の実
為、休みがない。
施。
・ただ教科を教えるだけでは円滑な学校生活を送ること
・全クラブ活動時間は１６：００～１８：００が基本。１９：００
は不可能である。
まで行うクラブもある。
・日々の生活での生徒指導が何よりも大切である。
・授業においては自分の知識を伝えるだけでは生徒は
⑨下校指導
ついてくることができない。
・クラブ活動後、生徒を速やかに下校させる。
・授業構成は工夫の連続である。特に中学１年生だと
・その後、残りの仕事を行う為、退勤時間は２０：００～２
余計に考える必要がある。
２：００の場合が多い。

第２３回健康家族の会 「夏の六甲縦走」 ご報告
ここは天国か
松川 雅典

今回は、「ここは天国だ。」と思うところに行ってきました。行ったのは松尾会員、村角会員ご夫婦、大石会員、花原
夫人、松川の６名。花原会員は今回残念ながら欠席でした。大石会員は前日の８月２７日の土曜日に引き続き連荘の
登山でした。おそらく最近山に沢山咲いている「山ガール」の採集に勤しんでいるのでしょう。今回は阪急芦屋川から
高級住宅地を抜けて、高座の滝を見学し、そこからロックガーデンに登り、風吹岩まで登りました。途中イノシシの家族
がいました。小さいなんて可愛い「うり坊」でしょうか。風吹岩直前まで来たとき、みんなが「お茶を飲んでも良いか」と松
尾リーダーに聞きましたが「ダメ」とのつれない返事。みんながむくれて歩きました。
風吹岩についたとき松尾リーダーが何やら、チューブ状のものを人数分取り出しみんなに配りました。チューブ入り
アイスクリーム。なんとおいしかったことでしょう。みんなの顔が途端にニコニコ顔になりました。そこから住吉台に下り始
めた直後ちょっと横道に入りました。そこが横池。一面真っ白な蓮の花。我々のほかは誰もいません。なんと静かな穏
やかな美しい景色。そこは誰も見たことがない天国でした。住吉台から「くるくるバス」に乗ってＪＲ住吉駅へ。そして大
石邸でお風呂に入りました。松尾夫人、松川の妻も合流し、大石和恵夫人の手料理で長時間談笑。歩いた時間と同
じくらい飲み食いしました。大石さん本当にご馳走様でした。和恵奥様本当に有り難うございました。

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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大和 式内社巡り
宇陀編 ⑫
古代を学ぶ会

すが住吉神社には住吉神の荒魂（あらみたま）が住吉大
社には同じく和魂（にきみたま）がそれぞれまつられている
と考えることになるのでしょうか。古代において住吉神社
（大社）については、これで終わることにし次回は北部九州
に位置し古代において非常に重要な役割を担っていた宗
像大社のお話しをします。
古代を学ぶ会 村木 茂

住吉大社や住吉神社でまつられている住吉神は、記
紀上に２回登上されています。１度目は、すでにお話して １６．御杖神社（みつえのじんじゃ）
いるように神代巻のイザナギの禊の際の出現です。
祭神：久那斗神、八衢比古神、八衢比女神
今１つの出現は、第１４代仲哀天皇の后で且つ第１５
代応神天皇の母でもある神功皇后の段です。記紀によれ
ば、仲哀天皇と神功皇后は九州の熊襲を撃つため九州の
筑紫に出向くのですが、そこで住吉神より熊襲ではなく新
羅を撃つべしという託宣が下るのです。しかし、仲哀天皇
はそれを信じず、新羅を撃とうとしなかったので、その結果、
神の崇りにあって亡くなります。これに対し、神功皇后は、
住吉神の言を信じ、半島に出向き新羅のみならず百済、
高句麗をも征服し、九州の筑紫に凱旋されます。神功皇
后は住吉神に対し多いに感謝され、摂津の国の住吉の地
に社を建てて住吉神をおまつりされたのです。これが大阪
市の住吉大社なのです。従いまして、住吉大社の創建時
期は、イザナギが禊をして住吉神が生まれ出た神代の時
代ではなく、ずっとあとの仲哀天皇、応神天皇の時代だと
いうことになります。以前に住吉大社に本殿が４つ有り、そ
の４つ目に神功皇后がまつられているとお話しましたが、
それは住吉大社の創建が神功皇后によってなされたから
なのです。
尚、少し横道にそれますが、古事記の神代巻に出て
いる墨江の大神を、本居宣長は津の国の住吉（摂津の国
《御杖神社 境内入口》
の住吉）と言っているようです。でも住吉大社の創建時期
が神代の代ではなく第１４代、第１５第天皇の時代となると
宇陀郡御杖村神末（こうずえ）に鎮座する御杖神社は、
無理があることになりますね。
元伊勢伝承地
「佐佐波多宮（うたのささはたのみや、菟
では、先週お話した筑紫にある住吉神社は神代の時
代に既に創建されていたのでしょうか。住吉神はイザナギ 田筱幡・佐々波多宮とも書く）」の候補地の一つである。
の禊から生まれ出て、その後、どこにおられたのでしょうか。 「総国風土記」や「野淵氏考録」、「大和志料」等は、倭
これらの点について、大昔より議論されていますが結論が 姫命が垂仁天皇の勅により天照大神の御杖代となり鎮座
でていません。記紀には全くふれられておらず、その他か の地を求めて諸国を巡幸されたとき、この地に３カ月間とど
らも有力な手がかりがないのです。従いまして、あとは自由 まられ、後伊勢の五十鈴の川上に鎮座されたので、その
に想像していただいて結構ということになります。現に博多 旧蹟によって名張の神戸が置かれ、この地に天照大神の
区にある住吉神社の方が摂津の住吉大社より古いと考え、 御分霊を奉斎して御杖代の故事に因み、社名を御杖神社
神功皇后が博多区にある住吉神の和魂（にきみたま）だけ と称したとしている。
御杖村史には次のように記されている。
を摂津の墨江（住吉大社）に遷したのだという人が２説を主
「むかし倭姫命が笠縫邑にまつられていた天照大神の
張される方の中におられます。この説のように創建時期に
御神霊を奉じて、大神宮としてのよい候補地を求めて大字
ついて、住吉大社より住吉神社の方が古いと言い切るに
は抵抗があるとし、少なくともその創建時期についてどちら 神末（こうぜ）へこられた。ここに一泊されて候補地の一つ
が古いかについて言い切ることはできないが少なくとも住 として、そのしるしに御杖を置いておかれた。村人は神様
吉大社と同様かなり古いとは言えるのではないか、従って、 の御杖とあがめてそこに神社をつくり御杖神社といった。
神社としての格も、住吉神社と住吉大社との間に差異があ 祭神は大日孁命（おおひるめのみこと…天照大神の別名）
るものではないと考えることが妥当なのではないか、という で、今も神末・菅野・土屋原・桃俣・曾爾・伊賀見・葛・太郎
考えが有力です。 あとは両者の関係をどう考えるか、で 路・今井・長野・掛・塩井・山粕・黒岩・原山・上田口・田口・
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室生・西谷・砥取・滝谷・滝口の二十二か村の郷社である。 姫命なるべきとしており、「大和志料」においても久那斗神、
本殿は神明造である。この神社は、国津さんとも称した。 八衢比古神、八衢比女神の三神は御杖社の名に附會し
（中略）神杖（かみつえ）と神の字を用いることはおそれ多 たものとしている。
いとて上津江（かみつえ）と書いた。」
以下、社頭掲示板の祭神と由緒についての解説を転記
同じく御杖村史によると、御杖神社の石燈籠や棟札に しておく。
「上津江村」と書かれたものがあり、上津江は神杖の義で、
御杖の意味をとって神末と書いたのは後世のことで上津江
『久那斗神（くなどのかみ）は、伊弉諾尊が黄泉から出で
を音で「こうずえ」とよんだものであるという。
給いて筑紫の日向の橘小戸の阿波岐原で御禊をされたと
きに投げ捨てた杖からお生れになった道饗祭の主神。こ
の久那斗神と共に境界を守護する八衢比古神（やちまた
ひこのかみ）と八衢比女神（やちまたひめのかみ）の三座
をお祀り申し上げています。
「久那斗」とは杖の義で、久那斗神は道路や巷(物事の
別れ目)に在って、悪や禍を寄立ちて遮り、「此の処より来
る事勿（なか）れ。」と防ぎ止め、人生の行路を安全に守護
し、幸福をもたらす人生守護の神様です。
「八衢」とは辻の義で、八衢二神は国引き・地引きの要に
在って、悪や禍を塞ぎ護る厄除けの神様です。
当社の祭神三座は、古来、鬼・疫病神が都や神域に入
るのを防ぎ止めて宮中・神宮を守護するため境界四方で
行われていた道饗祭（みちあえのみまつり）の神々で、当
《拝殿》
地は伊勢神宮との関係が深く、また、国境の地であること
から往昔には道饗祭が行われていました。』
当社は社名の変遷が多く、棟札によれば、「上津江之
御宮」(天文２３年＝１５５４年)・国津大明神社(慶長１８年＝
１６１３年）・上之宮九頭大明神社（慶長１９年１６１４年）・九
頭大明神（寛永１８年＝年)・牛頭天王社（承応３年＝１６５
４年)・牛霊天王社（延宝４年＝１６７６年)等と書かれており、
承応３年(１６５４年)以降は牛頭天王と称するものが多い。
更に明治２４年には素盞之男神社と称し、同３０年以降御
杖神社となった。
中世当社が国津大明神・九頭大明神等と称せられた理
由として、式内社調査報告では、毎年黒葛を伊勢神宮に
奉納すると共に当社においても葛を奉献して祭典を行っ
ていたこととの関連を挙げている。

《樹齢６００年のご神木「上津江杉」と拝殿。》
《神明造の本殿と本殿下の山神（石）。》

『当社は、延喜式神明帳(927 年)の大和國宇陀郡 17 座
の神社で、式内社の格を有する古社です。
当社の祭神について、「野淵氏考録」は天照大神と倭
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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第 11 代垂仁天皇の勅命により、天照大御神の御杖代 御杖神社周辺地図
御杖神社・御井神社（１２３９号掲載）・門僕神社（１２４５号掲載）
(大御神を祀り、大御神の言葉を取り次ぐ斎宮)となられた
皇女倭姫命は、大和國笠縫邑より神慮に叶うべき新たな
宮地を求められ、道中この地に行宮を造り御休座になられ
た処と伝承されています
当社では倭姫命の杖(神に占有され掌握の境域を画す
る玉杖)をお祀りするところから、御杖村の村名が付けられ
ました。
天照大御神は伊勢に遷宮されましたが、故を以て神末
村は伊勢神宮の神戸と定められ、明治初期まで五石五斗
の貢米を奉献していました。
社殿は、天文 15 年争乱のため荒廃したが、天文 23 年
(1554 年)に造営した。以後、社殿の造営を繰り返し行って、
多数の棟札を現在に残しています。
慶長 18 年(1613 年)の頃には近隣 32 ヶ村の郷社となり、
明治 6 年には奈良県から奥宇陀 22 ヶ村の郷社と定められ
ました。
拝殿両側のご神木「上津江杉」の樹齢は６００年、室町３
代将軍足利義満公の御世と伝えられています。』
尚、御杖村には倭姫命に関する伝説が数多く残されて
いる。その伝説地を実際に確かめるために、先日行ってき
た。御杖村役場に問い合わせをしたら、役場の方が案内
をしてくれた。伝説にはよく知られたものからはっきりとしな
いものもあり、現時点調べてもらっている最中であるので、
次週はその報告をしたいと思う。

御杖神社詳細地図

９月のバースデーロータリアン

９月 ３日
９月 ５日
９月１６日
９月１９日
９月２３日
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本日のメニュー

次週のプログラム

シャンピニョンと鶏肉のクリームスープ
鱸のロースト…香草焼き
デセール…南瓜のプリン
コーヒー
パンとバター

第 1248 回例会／2011 年 9 月 14 日

◆挨 拶
「グーテン・ターグ Guten Tag」（ドイツ語）
◆ロータリーソング 「それでこそロータリー」
新大阪 RC のホームページも是非ご覧ください！

◆卓

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/

話
東淀川区民まつりの準備

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

社会奉仕委員会より

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。

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
９

曜日
予定
７ 水 第１２４７回 例会 メンバー卓話 松本 正 会員

時間他
１２：００～親睦委員会
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

準備手伝いは 10：30 に集合

２１

水

第１２４９回 例会 「交通安全教室」 東淀川警察署

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

２８

水

第１２５０回 例会

未定

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： http://homepage3.nifty.com/fiore-k/index2.html
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