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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 2011.9.14
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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 1248 回例会／2011 年 9 月 14 日
本日の挨拶
「グーテン・ターク 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 1247 回例会報告 （9 月 7 日）
■司会進行

SAA 花原 会員

■ロータリー・ソング

SAA 大橋 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 1247 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 ＊＊＊

会員数 36 名
出席率 80.56％
出席数 27 名
欠席 7 名
出席免除会員数 2 名
第 1246 回例会（8/31）
メ－クアップ３名 修正出席率 75.00%
8/24 谷口（光）会員
9/05 高窪会員
9/11 松本（正）会員

話
東淀川区民まつりの準備他

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

SAA 花原 会員
2011 年 9 月 7 日
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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
2011.9.7

中川会長と ９月誕生月の谷口（光）会員・村角会員・鋳方会員

「新世代」とは、ロータリーファミリーのもっとも若い世代の
人々を指し、その多くは、青少年や若者を対象としたロー
タリーのプログラム（インターアクト、ローターアクト、青少年
指導者養成プログラム「RYLA」、青少年交換）の参加者た
ちです。さらに、ロータリー・クラブや地区の活動に参加し
ている奉仕志向の若者たちを含みます。

て構成されます。
ロータアクト・クラブはすべて、地元ロータリー・クラブの
支援の下で設立され、社会奉仕や国際奉仕の活動を
実施します。
３．ロータリー青少年交換
青少年・青年のための交換プログラムです。参加する
学生は、最高一年間、 海外へ留学して新しい文化を
学びます。１５～１９歳の学生は、最高一年間の長期交
換、もしくは数週間から数ヶ月の短期交換に参加できま
す。一方、１８～２５歳の青年を対象とした新世代交換は、
数週間から最高三ヶ月までとされています。交換の参加
者はロータリー・クラブまたは地区によって推薦、派遣さ
れ、母国の親善大使としての役割を果たします。
４．ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）
ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）は、青
少年や若者のため の研修プログラムです。RYLA の
対象年齢層は１４～３０歳と広いため、ほとんどのクラブ
や地区では、特定の年齢層に対象を絞って実施してい
ます。（１４～１８歳、１９～２４歳、２５～３０歳など）。ＲＹＬ
Ａは、リーダーおよび善き市民としての資質を伸ばし、
人間としての成長を促すことを主眼としています。このプ
ログラムは、リーダーとして嘱望される若者に効果的な
研修を提供し、青少年による青少年への指導を奨励し、
地域社会に尽くしている若者を公に表彰することにより、
若者に対するロータリーの尊重を示すものです。

２０１０年、「新世代奉仕」はロータリーの第五の奉仕部門
となりました。標準ロータリー・クラブ定款第５条に、以下の
ように定義されています。
「奉仕の第五部門である新世代奉仕は、指導力養成活動、
社会奉仕活動プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへ ■東日本大震災義援金報告
の参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログ
ラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変
化がもたらされることを認識するものである。」

９月 ７日 ３，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

新世代奉仕では、クラブの職業奉仕、社会奉仕、国際奉
仕プロジェクトにおける青少年や若者の参加を促進し、こう
した世代の支援を目的としたプログラムやリソースをクラブ
が積極的に提供していくことが重要です。
その土台には「すべてのロータリアンには、若い人々が
抱えるさまざまなニーズを認識し、彼らの人間的・職業的
成長を支援する義務がある」という考え方があります。
１．インターアクト
１２～１８歳の青少年による奉仕クラブです。
ロータリー・クラブがインターアクト・クラブの設立を支援
し、指導やサ ポートを提供しますが、それぞれのイン
ターアクト・クラブは自助自立して運営されます。
２．ロータアクト
１８～３０歳までの成年による奉仕クラブです。大学を基
盤としたクラブ は、学部生と大学院生から成り、キャ
ンパス内で例会を開きます。地域社会を基盤としたクラ
ブは、社会人や学生など、さまざまな職業の青年によっ
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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飯原会員、鋳方会員、北野会員、谷口（光）会員、
村木会員、村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

7,000 円
34,000 円

ッ

ク

ス

飯原会員、鋳方会員、北野会員、谷口（光）会員、
村木会員、村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

2011～12 年度

国際ロータリー会長

7,000 円
34,000 円

カルヤン・バネルジー

新大阪ロータリークラブ
ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

告

卓

話

山本 会員
「震災復興支援グループ 京援隊」

鋳方会員

１０日程ヨーロッパに行ってきました。
命のセンタクをしてきましたので、又
新たな気持ちでやっていきたいと思
います。
北野会員 東淀川区民まつりへの御協力よろし
くおねがいします。
谷口（光）会員 誕生日を迎えました。だんだん元
気になります。
松本（正）会員 ８月例会出れず失礼しました。本
日卓話よろしくお願いします。
村木会員 月初につき。
村角会員 月初にて。
山本会員 前回は中国へ旅行していました。ま
だ皆について歩けました。でもキツイ
階段が沢山ありました。それもクリア!
吉田会員 台風１２号被災された方々に心よりお
見舞い申し上げます。

委

員

会

■社会奉仕委員会

報

松本 正 会員

告

北野 克美 委員長

※卓話の原稿は次週掲載させて頂きます。

９月１８日（日）に行われます、東淀川区民まつりについ
て、皆様に再度お願い致します。当日の出席が例年より少
なく見込まれています。バザーブースが今年度はいい場
所を取ってもらい広く使えますので、より多数の人手が必
要です。どうか皆様ご参加よろしくお願いします。品物のご
提供についても、まだまだ足りませんのでご協力よろしくお
願いします。

★原稿の訂正について
９月７日（１２４７号）に掲載しました健康家族の会の報告原
稿「ここは天国か」の中で、一部訂正箇所がございますの
で、訂正文を記載させていただきます。
１２４７号掲載文
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。
訂正文
■幹事報告
幹事 村角 末義
花原さん、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。
１．RI より「第１０回ロータリー全国囲碁大会」の案内が届い
以上、訂正とお詫び申し上げます。
ております。開催日時は２０１１年１０月２２日（土）、場所
は東京市ヶ谷の日本棋院会館です。参加ご希望の方
は事務局までお申し出ください。
２．本日例会終了後、定例理事会を行います。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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が、薄い紅色の線が走っているようにも見えました。とりあ
えず、今日のところはこの石を紅石としておこうと撮ったの
が④の写真です。
大和 式内社巡り
その後は、概ね旧伊勢本街道に沿って、残されている
宇陀番外編
伝承地を訪れることにしました。まずは、倭姫の手洗い井
古代を学ぶ会
戸跡（写真⑤）です。これは四社神社の手洗い井戸とはま
た別です。次に写真⑥の姫石明神です。これは女性の性
器の形そっくりの石を御神体とする神様で、ここで倭姫命
倭姫命と御杖村
が婦人病を祈られたと伝えられているところです。
写真⑦は、駒つなぎの杉があったとされる場所です。倭
第１１代垂仁天皇の第４皇女倭姫命は勅命を受けて、 姫命が笠縫色から伊勢大神宮へ神鏡をお遷しになる際に、
天照大神の御杖となり、天照大神が鎮座される場所を求 駒をつないだ杉という伝承があります。残念ながら、もうそ
め、大和の国の笠縫邑から伊賀・近江・美濃・尾張等の諸 の杉は残されていません。写真⑧は月見岩と言われており
国を巡幸されました。そして、最後に神託により伊勢の五 ます。大和の笠縫邑から伊勢の山田への遷御の際、倭姫
十鈴の川上を鎮座地とされることとなったのですが、これが 命がこの岩の上から仲秋の名月を観賞されたと伝えられて
現在の伊勢神宮（内宮）です。この巡幸の際、倭姫命は御 おります。御杖村史にはこの月見岩とは別に、倭姫野命が
杖村の地に約３ヶ月滞在したと言い伝えられております。 腰をかけられたと伝えられている腰掛石があると記載され
御杖村は倭姫命の杖から名付けられており、ここから御杖 ていますが、この月見岩と腰掛石とは同じではないかと思
村の倭姫命に対する熱い思いが伝わってきますね。
われます。御杖村職員の方も同意見です。
昭和５１年に編纂された御杖村史に、滞在中の倭姫命
この日の見学は以上でしたが、山中の神社が本当に小
の数多くの伝説が記載されております。そこで、上記伝説 屋神社だったのか、紅石と判断したが、本当にそれでよか
場所を一度、自分の目で確かめようと、平成２３年８月６日、 ったのか、非常に気になっておりました。そこで、後日、御
御杖村に出向いてきました。
杖村に架電し、「大字神末小屋地区の山中にある神社は
まず、最初に向かった先は御杖神社です。御杖神社は 小屋神社なのか」「その境内にある白っぽい石が紅石なの
以前に一度来ているので、最初の訪問地として迷わずに か」と質問しましたところ、驚くべき答えが返ってきました。
行けるところを選んだのです。倭姫命は現在御杖神社が 「山中の神社は小屋神社で間違いないが、境内にはそも
ある地で３ヶ月程過ごされたと伝えられています（写真①）。 そも紅石はない。紅石は違う場所に現存する。その場所に
次に大字菅野の東にある四社神社（写真②）に向かいまし いつでも案内する。」というものでした。この答えは、古代
た。この境内にある井戸で倭姫命が手洗いされ、口をすす 史マニアにとっては大変なことです。どの本にも、紅石は
がれたと伝えられております。写真③がその井戸です。
小屋神社の境内にあると書かれております。でも、それが
余談ですが、倭姫命が手を洗われ、口をすすいだ際、 間違いで、他の場所にあるとなると大変な発見となります。
「すがすがしい野原だ」と仰せられたので、以後、この地を これは大事件？と考え、平成２３年８月２０日、あつかましく
「すがの」と呼ぶようになったと言われています。
も、御杖村職員の方に紅石がある場所まで案内をお願い
次に向かったのは大字神末小屋地区にある小屋神社 することになりました。
です。倭姫命が賊に追われた際、紅や白粉を捨てられた
この平成２３年８月２０日の様子は次回に述べることにし
のですが、その時に石が紅に染まります。その石を紅石と ます。
古代を学ぶ会 村木 茂
言い、それが、小屋神社の境内にあると言われています。 〈写真〉
然し、小屋神社はどこかと地元の人に聞いても知らないと ①
いう答えのみで、結局、いつもどおり、自分の勘のみを信じ、
小屋神社を探すこととなりました。小雨の中、約１時間程か
けてようやく山中に小屋神社らしき神社を見つけました。で
も、どこにも神社の名を示すものがなく、この時はこれを小
屋神社と断定することは出来ませんでした。
とりあえず、都合よく小屋神社と想定して、境内の紅石
を探すことにしたのですが、何と境内には数多くの石があ
ちこちで祭られており、どれが紅石なのか、判断し辛い状
況でした。然し、せっかく来たのだから、このまま帰れない
との思いから、何度も何度も数多くの石を見比べていると、
本殿の左に祭られている弁財天の横に白っぽい石が祭ら
れているのが目に入ってきました。この石だけが他の石と
比べて色が白く、しかも、希望的観測からかも知れません
「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
②

⑤

③
⑥

③

《神明造の本殿と本殿下の山神（石）。》

⑦
④

⑧

「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

和食の予定

第 1249 回例会／2011 年 9 月 21 日
◆挨 拶
「グーテン・ターク Guten Tag」（ドイツ語）
◆ロータリーソング 「それでこそロータリー」
◆卓

話
「交通安全教室」
東淀川警察署 交通課長
坂萩 義昭 様

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 ＊＊＊

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

１０

曜日

予定

時間他

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

２２

木

親睦委員会・親睦懇親会 １８：００～ 於 こころ粋 Dining

JR 福島駅下車北へ徒歩１分

２８

水

第１２５０回 例会

５

未定

水 第１２５１回 例会 第４回クラブフォーラム「職業奉仕委員会」 １３：３０～ 定例理事会
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/・ 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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