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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 1251 回例会／2011 年 10 月 5 日
本日の挨拶
「グッドアフタヌーン Good afternoon」（英語）
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

第 1250 回例会報告 （9 月 28 日）
■司会進行

SAA 花原 会員

■ロータリー・ソング

SAA 吉田 会員

■来賓紹介
SAA 北野 会員
豊里地域ボランティアスタッフの方々
中村 冨恵 様
中野 正子 様
添木 佳代子 様
松本（正）会員ゲスト
松田 雅治 様
SAA 花原 会員
2011 年 9 月 28 日

会員数 36 名
出席率 66.67％
出席数 20 名
欠席 13 名
出席免除会員数 3 名
第 12４9 回例会（9/21）
メ－クアップ 5 名 修正出席率 75.00%
9/18 生尾会員
9/22 花原会員
9/18 大橋会員
9/29 大石会員
9/18 松本（正）会員

第 4 回 クラブフォーラム
職業奉仕委員会

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。

■出席者報告
第 1250 回例会

話

「こころの中を見つめよう

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
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■会長の時間

会長

中川 建司
2011.9.28

ポリオとは
・ポリオ（脊髄性小児麻痺）は身体麻痺の後遺症をもた
らし、時には命さえも奪う伝染病です。アジアやアフリカ、
中東の国々では今なお、主に 5 歳未満の幼児がこの病
に冒されています。
・治療法のないポリオに対する最善の対策は予防です。
わずか米貨 60 セントのワクチンで、一人の子供を、身体
の自由を奪うこの疾病から一生守ることができるので
す。
・過去には、ポリオは、身体障害の最大の原因となって
います。
ポリオが撲滅されなければ、世界中の人々はこの病の
脅威に怯えながら暮らし続けることになります。 世界が
50 億米ドルを投資したこの撲滅活動が成功しなければ、
今後 40 年間に 1,000 万人以上の子供が身体障害を患
うことになると推測されています。
世界ポリオ撲滅推進計画の主要パートナー
・国際ロータリー
・世界保健機関（WHO）
・米国疫病対策センター（CDC）
・ユニセフ

のある残る 4 カ国の常在国（ナイジェリア、インド、パキス
タン、アフガニスタン）において、ポリオウィルスの感染を
食い止めること。
・ナイジェリア北部の州とインドのウッタルプラデシ州西
部におけるポリオウィルスの大規模感染を抑えること。
・以前ポリオ無発生だった数カ国に発生したポリオの感
染をすばやく止めること。
・定期的な予防接種実施の頻度の低迷と、ポリオ無発
生地域での監視状況の格差に取り組むこと。
・撲滅対策を実行に移すための財政的、行政的支援を
維持すること

豊里地域ボランティアスタッフの中村さん、中野さん、添木さん

ポリオ・プラスの概歴
ポリオ･プラスが 1985 年に開始されて以来、120 万の
会員から成るロータリーの広大なネットワークが、資金、
ボランティア、人脈をポリオ撲滅活動に捧げてきました。
・世界ポリオ撲滅活動へのロータリーの財政的支援は、
世界でポリオ撲滅が証明されるまでに、12 億米ドル近く
に達すると予想されています。
・1985 年にロータリーが率先して始めたポリオの大規模
な予防接種活動がきっかけとなり、世界保健総会がポリ
オ撲滅の決議を採択しました。この決議が、1988 年の
世界ポリオ撲滅推進計画発足への道を開きました。
・全国一斉予防接種日（NID）に子供たちにワクチンを
投与するため、世界中で何千人ものロータリアンがボラ
ンティアとして活動してきました。
・ポリオ･プラス・プログラムは、交通費やワクチンの輸送
費をはじめ、社会動員、保健要員の研修、監視活動の
支援といった撲滅活動の運営資金の調達を助けていま
す。・ロータリアンは、ポリオ撲滅に必要な行政面と財政
面の援助を、ドナー政府やポリオ発生国の政府に働き
かけています。
ポリオ撲滅の支援方法
ポリオ撲滅へのチャレンジとして、今後の主な課題は
次の通りです。
・ポリオ無発生地域へのウィルス飛び火をもたらす恐れ
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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松本（正）会員（右）と、松本会員のご紹介ゲスト 松田雅治様
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■東日本大震災義援金報告

９月 ２８日 ２，０００円

卓話の時間

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

1,000 円
41,000 円

ッ

ク

ス

山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

1,000 円
41,000 円

報

■SAA

告
山本 会員

山本会員

前回欠席のお詫び。

■幹事報告

幹事 村角 末義

１．地区大会の出席登録期限が９月３０日ですので、本日
最終で出欠を回します。 ご記入をお願いします。
２．守口 RC より創立５０周年記念誌が届きました。事務局
に保管しておきます。
去る７月１８日（月・祝）、テレビ大阪で特別番組「感染症
３．大阪本町 RC、大阪イブニング RC より例会変更のお知 ポリオ 残り１％の闘い」が放映されました。
らせが届いております。
本日の卓話の時間は、残り１％のポリオ撲滅のため、イ
ンドを訪問したロータリアンの現地活動を密着取材したこ
★１０月のバースデーロータリアン
の番組の DVD を上映しました。ポリオについての説明は
会長より「会長の時間」に詳しく述べていただきましたので、
そちらの原稿をご参照ください。
（会報委員会）

１０月１８日
１０月２５日
１０月２６日

「金毘羅大作戦（その５）」

飯原会員
稲田会員
吉田会員

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

歩こう会報告
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の使節もこの沖ノ島・対馬コースを利用したようです。この
当時の大和王朝にとっては非常に重要な外洋航路であり、
その安全な航路を願い、本来、北部九州の豪族宗像氏の
大和 式内社巡り
氏神にすぎなかった３神をスサノヲの子とする神話をつくり、
吉野編②
外洋航路の守護神に仕立て上げたと思われます。ただ、８
古代を学ぶ会
世紀に入りますと、朝鮮半島を通らずに直接、大陸に渡る
南路、東シナ海航路が開かれることになり、この沖ノ島・対
前回、航海神として住吉大社のお話をしましたが、今回も 馬コースの重要性が薄れることになり、大和王朝における
同じ航海神の宗像大社の話です。
宗像大神の地位はかなり低いものとなっていきます。
両大社はともに航海神ですが、その場所が玄界灘に位 以上で、北部九州の神様のお話を終えることにします。
置する宗像大社は、当然外洋航路の守護神ということにな
古代を学ぶ会 村木 茂
り、主として５世紀から７世紀にかけての大和の使節や外
征軍の安全な航路をまもるという指命を持っていた神様な ３．大名持神社（おおなもちのじんじゃ）
のです。
祭神： 大名持命御魂神
この神様の誕生の神話は、やはり記紀の神代巻に記載
(合祀)須勢理比咩命 少彦名命
されています。スサノヲは母イザナミが住む根の国に行くこ
とになりますが、その出発前に姉のアマテラス大神に別れ
を告げようとアマテラス大神のいる高天原に向います。然
し、アマテラス大神はスサノヲの荒々しいふるまいから、ス
サノヲが高天原を奪いにきたと疑い、武装して対決しようと
します。スサノヲは何ら邪心のないことを告げますが、アマ
テラス大神は信用しません。そこで、どちらが正しいかを決
めるため、２人がウケイ（誓約）をすることになります。
そのウケイ（誓約）の時、スサノヲの十握剣（とつかのつる
ぎ）からタギリヒメ、タギツヒメ、イチキシマヒメの三柱の女神
が生まれます。このスサノヲの御子の３女神が宗像神なの
です。有名な厳島神社にも、この宗像３女神がまつられて
います。
北部九州本土の田島にある辺津宮にはイチキシマヒメが、
その辺津宮の前方海中の大島にある中津宮にはタギツヒ
メが、その大島から４９キロ北の玄界灘の孤島、沖ノ島にあ
る沖津宮にはタギリヒメがそれぞれ祭られ、三社ともこれら
の女神とともに他の２女神も祭っています。この三社の中
で辺津宮が一番大きく本社という立場のようです。中津宮
は宗像大神が降臨したところとの伝承があります。三社の
内で最も神聖な場所とされているのが周囲４キロの無人島、
《天然記念物の樹叢を背にした神社入口。》
沖ノ島にある沖津宮です。これら三社を合わせて宗像大
社といいます。ここから宗像大社は三つの宮がセットにな
った神社と言えます。
所在地は奈良県吉野郡吉野町河原屋。国道 169 号線
このような形態の神社は実は宗像大社だけではありませ が旧伊勢街道と分かれる三叉路のすぐ東側、169 号線沿
ん。丹生川上神社（上社、中社、下社）、宇陀水分神社 いに建つ鳥居がよく目立つのでわかりやすい。社域の北
（上社、中社、惣社）、諏訪大社（本宮、前宮、春宮、秋宮）、 の背後には当社の神体山「妹山（２６０ｍ）」が原始林その
日御碕神社（日沈宮、神の宮）、福井県の若狭彦神社（上 ままの姿でそそり立つ。１６９号線の南側には吉野川がゆ
社）と若狭姫神社（下社）など、たくさんみられます。
ったりと流れ、またその対岸には「妹山」と相対する「背山
上賀茂と下鴨社、鹿島神宮と香取神宮、伊勢神宮の内 （２７２ｍ）」がそびえている。ここは浄瑠璃「妹背山物語」の
宮と下宮などもそうなのかも知れませんね。
舞台になったところである。山と山の両岸を結ぶ橋は「妹
話を今一度、宗像大神に戻しますが、この大神の３つの 背大橋」という。
宮の位置を考えると、古代の朝鮮航路としては、末蘆ある
当社は地元では「大汝宮」と書いておおなんじのみや、
いは筑紫から壱岐・対馬の島づたいにいく航路のほかに、 おんなじのみや、おなじのみやなどと呼ばれている。また、
本州の西端の長門から壱岐を通らないで沖ノ島の沖合い 中世には「妹背神社」と呼ばれていた。
から対馬に至る航路もあったようです。倭の５王の南朝へ
妹山は、斧鉞を絶つ神聖な山であり、妹山という名は忌
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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山（イミヤマ）から起こったともいわれている。人工林の吉野
の山々の中で、この山だけが原始林的樹叢を今日に残し
ているのは、その禁忌的信仰によるものである。「大和志」
には、大名持神社は神殿がなく拝殿があるのみ、との記載
があり、本来は拝殿より神体山「妹山」を拝むという、古代
祭祀を行っていたことがわかる。

当社は「三代実録」に清和天皇の貞観元年（８５９年）に
正一位の極位を与えられたと記されている。大和国で神階
が当社を越えているのは春日神社一社のみで、この時点
で同一神階に上ったのは、河内国の「枚岡神社」だけであ
る。「式内社調査報告」では、正一位という神階に早くに上
った理由として、この神への信仰が随分早くから中央や地
方に篤かったことと、当地周辺地域が早くから吉野地方の
中心的位置を占め、重要視されていたことを挙げている。

《本殿は素木の神明造萱葺。》
《建替え中の拝殿。》

大名持神社・吉野山口神社・高鉾神社
（吉野山口神社・高鉾神社は次回以降記事掲載の予定）

「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

ウクライナ風スープ
舌平目のガレット・・・香草風味
デザート
パンとバター
珈琲

第 1252 回例会／2011 年 10 月 12 日
◆挨 拶
「グッドアフタヌーン Good afternoon」
（英語）
◆ロータリーソング 「我らの生業」
◆卓

新大阪 RC のホームページも是非ご覧ください！

話
米山奨学生
研究についての発表
楊 仲 軒 君

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

１０

１１

曜日

予定

時間他

５

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

８

土

～１０日（月・祝日） 秋のライラ 於 大阪科学技術センター

会長・大石新世代委員長・森田副委員長 開講式出席

１２

水

第１２５２回 例会 米山奨学生 研究についての発表

楊 仲軒君

１４

金

２０１０～１１年度クラブ事業報告書原稿提出締切日

前年度委員長各位 よろしくお願いします。

１９

水

第１２５３回 例会 メンバー卓話 眉見会員

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

２６

水

第１２５４回 例会 公開卓話 「民間電報サービスについて」１４：００まで ㈱しょうわ代表取締役 川田 元様

２

水

第１２５５回 例会 第５回クラブフォーラム「R 財団委員会」

９

水

第１２５６回 例会 会員組織委員会（増強） 「増強バズセッション」

１３：３０～ 定例理事会
イラスト提供：花素材 mayflower 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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