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TEL:06-6305-1010／FAX:06-6301-2525／E-mail: shin-osaka.rc@m6.dion.ne.jp
■ 例 会 毎週水曜日１２時３０分 新大阪ワシントンホテルプラザ(TEL:06-6303-8111)
■ 会長／中川 建司 幹事／村角 末義 会報委員長／稲田 正伸 会報副委員長／生尾 雅美
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 2011.11.2
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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 1255 回例会／2011 年 11 月 2 日
本日の挨拶
「ブエナス・タルデス Buenas tardes」
（スペイン語）
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

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 1254 回例会報告 （10 月 26 日）
■司会進行
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SAA 谷口（光） 会員

■ロータリー・ソング

SAA 吉田 会員

■来賓紹介
SAA 花原 会員
本日の卓話ゲスト
㈱しょうわ 代表取締役 川田 元 様
生尾会員紹介ゲスト
池田 豪 様
大石会員紹介ゲスト
多田 幸輔 様
伊丹 RC
冨田 茂 様
大阪北ＲＣ
三浦 康生 様
■出席者報告
第 1254 回例会

卓
話
第３回・５回クラブフォーラム
「クラブ運営委員会」・「R 財団委員会」

「こころの中を見つめよう

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊

SAA 谷口 会員
2011 年 10 月 26 日

会員数 36 名
出席率 80.56％
出席数 26 名
欠席 7 名
出席免除会員数 3 名
第 1253 回例会（10/19）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 80.56%
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■会長の時間

会長

中川 建司
2011.10.26

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA
今日の卓話の時間は、株式会社しょうわ 代表取締役
川田元様に、「民間電報サービス業について」と題して、特
定信書便事業による電報サービスのお話をしていただきま
す。
ここ数年、我々の業務においてもいろんな郵便の使い方
が出てきました。
以前は登記申請の書類を郵送で法務局へ送るということ
自体が認められなかったのですが、数年前から書留か簡
易書留郵便であれば書類を送ることが出来るようになりま
した。ただ、書留というと郵便局の窓口があいている時間
帯でないと送ることができません。ポストに投函でき、いろ
んな書類を送るのに便利だった「エキスパック」を使えない
かと検討した事がありましたが、これは小包であり信書は送
れないということがわかりました。
その後、平成２２年４月１日より「レターパック」というもの
が発売されました。５００と３５０の二種類あるのですが、５０
０が簡易書留で受領印が必要、３５０は特定記録でいずれ
も配送状況をインターネットで確認することができます。５０
０は簡易書留ですので、登記申請書を送ることが出来るよ
うになりました。
また、依頼者の意思確認をするために「本人限定受取郵
便」、「転送不要郵便」などいろんな種類の郵便を使ってい
ます。
このように日常にいろんな郵便物を使う立場とすれば、
今日の卓話のタイトルであります「民間電報サービス業」と
いうのは興味のあるところです。

告
花原 会員

伊丹 RC 冨田 茂 様
お世話になります。
中川会員 田中さん、花原さん、松川さんお世話
になりました。
松川会員 中川会長、花原さん、田中さん楽しい
一日をありがとうございました。
松本（正）会員 先日の歴代会長幹事会不参で
失礼しました。
■東日本大震災義援金報告

１０月 ２６日 ３，０００円

■幹事報告
幹事 村角 末義
１．１１月１１日（金）・１２日（土）に開催されます２０１１年度
RI２６６０地区 地区大会の名札が届きましたので、皆様
のメールボックスへ入れております。名札のバーコ
ードで当日は登録しますので、ご出席の方は忘れずに
持って行ってください。
２．１２日（土）本会議終了後に打ち上げを行います。本会
議ご出席の方に案内を配布しております。回覧を回しま
すので、出欠を記入してください。
３．タイの洪水被害が日々増大しております。地区より義援
金の要請がありましたので、皆様ご協力をよろしくお願
い致します。募金箱を回します。
４．１１月の行事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。

卓

話

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、松川会員、松本（圭）会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

「信書便事業の規制緩和による民間企業の
参入と新たな電報市場への変化について」
㈱しょうわ 代表取締役 川田 元 様

4,000 円
57,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、松川会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

3,000 円
57,000 円
㈱しょうわ 代表取締役 川田様にお越しいただき、
今注目を集める「民間電報サービス業」についてお話頂き
ました。詳しい内容は当日配布した資料をご覧ください。

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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にある十二社神社の境内に遷座してそこを「口の宮」と称
し、元の宮は「奥の宮」と呼んで、それぞれ例祭を行ってい
た。昭和１５年になって「口の宮」を廃して元の神社一社と
なった。

大和 式内社巡り
吉野編⑥
古代を学ぶ会
９．川上鹿鹽神社（かわかみかしおのじんじゃ）
論社 2 社あり
Ａ：川上鹿鹽神社
祭神：天照皇大神 天忍穗耳命 瓊々杵命
Ｂ：大蔵神社
祭神：鹿葦津比売命 大倉姫命 石穗押別命
式内小社「川上鹿鹽神社」は、上記ＡとＢの２社論社が
ある。
Ａ：川上鹿鹽神社
鎮座地は、奈良県吉野郡吉野町樫尾（旧表示では小字
大蔵が続く）。国道１６９号線沿い五社トンネルの手前（西
側）の樫尾集落より旧参道を東南に向かって約２ｋｍ、トン
ネルの上を通り越して、緩やかな傾斜をカーブしながら登
って行った標高４７６ｍの五社峠の頂上にある。
樫尾・西河・南国栖（みなみくず）の三大字の境界点に
あり、かつてはこれら三か村からの参道があった。今は、樫
尾からの参道のみが通じているようである。実際、西河から
の参道が地図に載っていたので、登り口を目指して行って
みたが見つからなかった。
祭神は、明治１２年の「神社明細帳」に従って上記の三
神で宗教法人登録がなされている。但し、明治２５年の「明
細帳」では、太倉比売命・大国主神・味耜高日子根神（又
は高倉下命）を祀る、又一説には天稚日子、天津国玉の
二神を併祀して「五社の宮」ともいう、とある。
神社名は、地元では「五社明神」や「大倉明神」と呼ぶ。
「五社峠」や「五社トンネル」もこの「五社の宮」に由来する
ものであろう。明治までの棟札には「大明神御社」や「大倉
明神」、「大明神五社」、「大倉五社大明神」という名がみえ
るという。明治３５年の棟札に「式内村社川上鹿鹽神社」と
ある。
当社のある山頂付近に、南面した十数メートルにも及ぶ
大岩が突出しているといい、そこを大蔵谷と呼ぶ。また、西
河ではこの山を白倉山と称して、古来ここの神を「大倉明
神」と呼んだのは、石押別神を祭神とするところから来たと
いう地域の伝承がある。
石押別神は、記紀の神武天皇の條に磐石を抜けて出
たと記されている神で、吉野國樔部（くずら）の始祖とされ
る。式内社調査報告では、古来この地に住む國樔人の祖
神「石押別」を当社の祭神とすべきではないかと述べてい
る。
当社は、明治７年の五社街道の開削のときに社地の中
央を街道が縦貫し神域が年々犯されるようになったので、
２１年毎に行っていた本殿の改築を機に、麓の樫尾集落
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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《本殿は急斜面の上方にある。》

《拝殿と鳥居》

この神社は、まず人が訪れないであろうという場所にあ
る。たどり着いたのは、２回目のトライの日であった。１回目
は、前述のとおり西河の方から行こうとして、登り口を探し
たがわからず、地元の人にきくと、「白倉山登山口」から登
山道を進むと五社峠を通るというので、行ってみた。５０分
程のなかなかきついコースを行ってみたが、道がわからな
い。いいところまで来ていると思うが、迷うのも怖いので、諦
めて引き返した。そして、日を変えて２回目。樫尾の集落
のほうから行くことにした。麓の十二社神社で、地元の人に
尋ねて、旧参道への入り口を教えてもらった。神社横に車
を停めて、徒歩で向かう。言われた通りに行ったつもりが、
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分かれ道で左右を逆に行ってしまっていた。歩けど歩けど、 Ｂ：大蔵神社（おおくらじんじゃ）
神社らしい気配がみえない。１時間程歩いて、よく考えると
道の進む方向も違うことに気づき、引き返すことにした。残
念。気を取り直して午後に再度トライ。今度は先程と反対
の道をとる。道の方向も南東へ進んでいる。約４０分で、到
着。本当に苦労した。どうしてここまでして探すのだろう、と
思う反面、見つけた時の喜びと達成感は、いつまでも心に
残っている。

《樹々の間を縫うようによじ登っていくと、広々とした敷地が開ける。》

所在地は奈良県吉野郡吉野町南国栖。県道２６２号線
沿いにある深山バス停付近より、山の急斜面をまっすぐ
に４００ｍ登ったところの標高３１０ｍの丘陵地に鎮座する。
現社名は「大蔵神社」であるが、「大蔵大明神」や「大倉
明神」などの棟札が現存する。明治３３年には「神社名訂
正方出願書」に「川上鹿鹽神社を明治１２年神社明細帳に
大蔵神社と誤記しているので、訂正方出願」したが、認可
されず現在に至っている。

《屋根で覆われた神明造茅葺きの本殿。》

《A 社への参道はこんな感じ。》
《覆屋に守られた本殿は昭和４年に改築されたもの。》

《明治から昭和１５年までの遷座地 「十二社神社」。》

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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「吉野郡史料」に、当社は大蔵神社又は川上鹿鹽神社
といい、口碑では此の社は元五社峠に祀っていた川上鹿
鹽神社五堂の中の二座を分かち移したものである、と記さ
れている。明治２５年の「神社明細帳」などには、中世に神
社林の所有権争いが生じそのために国栖方面の氏子は、
現社地に移祀したほか、上竜門村栗野（現宇陀郡大宇陀
町）に遷して六所明神と称した、とある。この記述からはＡ
の樫尾の社が本来の式内社であるように受け取れる。
当地は、記紀や新撰姓氏録、続日本紀などにみえる石
押別神の子孫、「國樔部（くずら）」「吉野國巣」の本拠地で
ある。これらの諸書には「國樔奏」といって、この地方民が
宮中の節会に参朝し、贄をささげて歌舞を奏し、課役を免
2011～12 年度
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ぜられていたことが記されているという。
当社は、登っている途中には想像のできない、山頂近く
の広い丘陵地に鎮座するが、本社西側には室町時代の
小泉水庭跡がある。神域北方の井戸から水をひいて池を
造り、島を築き植物や立石などを配置、珍しい山中の古庭
園跡を見ることが出来る。県指定の名勝となっている。

《神社西側の古庭園跡》

《本殿横の階段の上には八坂神社が鎮座。》

川上鹿鹽神社・大蔵神社

大蔵神社

「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
豚肉のリエット
オニオンスープ
骨付き仔羊のマスタード風味香草ソース
コーヒー
パンとバター

第 1256 回例会／2011 年 11 月 9 日
◆挨 拶
「ブエナス・タルデス Buenas tardes」
（スペイン語）
◆ロータリーソング 「日も風も星も」
◆卓

★１１月のバースデーロータリアン

１１月０７日
１１月１１日
１１月１９日
１１月２９日
１１月２９日

松川会員
松本（正）会員
眉見会員
大橋会員
松尾会員

話
メンバー卓話
「心の置き処」
山本 恵眞

会員

＊＊＊ 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 曜日
予定
１１
２ 水 第１２５５回 例会 第３回・５回クラブフォーラム
「クラブ運営委員会」・「R 財団委員会」

時間他
１３：３０～ 定例理事会

６

日

スリランカ GSE チーム歓迎晩餐会 １８：００～シティプラザ大阪 会長・幹事・片岡会員夫妻出席

９
１１

水
金

第１２５６回 例会 メンバー卓話 「心の置き処」 山本 恵眞 会員 ←卓話予定が変更になりました。
～１２日（土）２０１１～１２年度地区大会
１１日 於シェラトン都ホテル・１２日 本会議 於 NHK 大阪ホール １２日 本会議終了後 打上げ

１３

日

歩こう会「金毘羅大作戦」第７回

９：３０JR 姫路駅集合

１６

水

第１２５７回 例会 スリランカ人によるスリランカのお話

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

２０

日

第２４回 健康家族の会 「紅葉のポンポン山ハイク」

８：３０ 阪急京都線高槻駅改札集合

イラスト提供：http://kikyouya.huu.cc/・http://www42.tok2.com/home/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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