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〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪ワシントンホテルプラザ
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■ 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 2011.11.9

Ｎｏ．1256
＊＊＊ 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 1256 回例会／2011 年 11 月 9 日
本日の挨拶
「ブエノス・ディアス Buenos Dias」
（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」

ロータリーソング ｢日も風も星も｣
さわやかな朝だ われらはロータリアン
いつもほほえみ いつも元気で
さあ出掛けよう
日も 風も 星も ラララ 光るよ
卓

話
「心の置き処」
山本 恵眞

＊＊＊ 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 1255 回例会報告 （11 月 2 日）
■司会進行

SAA 生尾 会員

■ロータリー・ソング

SAA 松川 会員

■来賓紹介
本日の卓話ゲスト

SAA 花原 会員

大阪北ＲＣ

■出席者報告
第 1255 回例会

三浦 康生 様

SAA 生尾 会員
2011 年 11 月 2 日

会員数 36 名
出席数 26 名

出席率 80.56％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1254 回例会（10/26）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 80.56%
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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■会長の時間

会長

中川 建司
2011.11.2

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、鋳方会員、北野会員、中川会員
花原会員、久富会員、村木会員、村角会員
吉田会員
本日の合計
今年度累計

米

山

9,000 円
66,000 円

ボ

ッ

ク

ス

日本の外務省が政府の途上国援助（ＯＤＡ）の一環とし
飯原会員、鋳方会員、北野会員、中川会員
て、マイクロソフト創業者ビル・ゲイツ氏夫妻の財団と協力
花原会員、久富会員、村木会員、村角会員
し、パキスタンのポリオ予防接種に資金を提供することに
山本会員、吉田会員
なりました。
パキスタン政府のポリオ予防接種事業のために、日本政
府が約５０億円の円借款を供与。パキスタン政府が予防接
本日の合計
10,000 円
種を着実に実施すれば、「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財
今年度累計
67,000 円
団」がパキスタン政府に代わって日本政府に返済する。パ
キスタン政府は事実上無償で支援を受けることができると
いう仕組みです。
ここで少し疑問なのですが、なぜゲイツ財団が直接パキス
ニ コ ニ コ 箱
報
告
タンに援助しないかというと、パキスタンでは反米感情が強
いため、直接の援助が困難なためです。
■SAA
花原 会員
外務省がこのような形で民間財団と協力するのは今回が
初めて。ゲイツ財団の資産規模は３兆円近く、１００カ国以
鋳方会員 ３人目の孫（男子）が大きくなってきま
上で教育や保健衛生などの事業に資金提供をしている。
した。（４カ月です）すくすくと育って
同財団のような大きな慈善団体は開発分野で存在感を増
ほしいと思います。
しており、外務省は今後も積極的に協力を検討していく姿
北野会員 月初にて。
勢です。
田中会員 先週欠席のお詫び。今週はタイ行き
この話を聞いて頭に浮かんだのが「新しい公共」です。「新
が中止となりましたので、出席しまし
しい公共」とは、人を支えるという役割を、「官」と言われる
た。
人たちだけが担うのではなく、教育や子育て、街づくり、防
犯や防災、医療や福祉などに地域でかかわっておられる
村木会員 月初にて。
方々一人ひとりにも参加していただき、それを社会全体と
村角会員 月初にて。
して応援しようという新しい価値観で、現在政府が提案して
山本会員 本日都合により早退いたします。
います。
吉田会員 月初にて。
具体的には一定の条件のもとに認められた「認定 NPO」に
寄付をすることにより、教育や子育て、街づくり、介護や福
祉など身近な課題を解決するために役立ち、寄付をした
■東日本大震災義援金報告
１１月 ２日 ６，０００円
人は税制上の寄付控除を受けることが出来るというもので
す。つまり、今までは補助金などによって活動を援助してき
た形を、市民からの直接的な援助に流れを変えていこうと
委
員
会
報
告
するものです。
ロータリー財団も同じような仕組みといえるかもしれません
■友好クラブ小委員会
谷口 光夫 委員長
が、身近な町の中にある NPO がどんな活動をしているの
か興味を持つというのも大切かもしれません。
先日告知しておりましたが、台北市中興ＲＣの現幹事、
劉立仁（Ｔｅｎｏｒ）さんが、ＮＨＫのど自慢ｉｎ台湾に出場され、
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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みごとに合格者６名のうちの１人となられました。１０月２９
日の放映の録画を今から映します。ご覧下さい。
■幹事報告

卓

話

幹事 村角 末義

第５回クラブフォーラム
ロータリー財団小委員会
遠藤 義彦 委員長
１．１１月１１日（金）・１２日（土）に開催されます２０１１年度
「ロータリー財団ＦＶＰセミナーに出席して」
RI２６６０地区 地区大会の注意事項の連絡がきました
ので、本日皆様のメールボックスへ入れております。本
会議ご出席の予定でない方も、当日ご都合がつきまし
たら是非ご出席をお願いします。名札を忘れずにお持
ちください。
２．１２日（土）本会議終了後に行います打ち上げの出欠を
記入してください。回覧します。
３．次週１１月９日の例会卓話の予定が変更になりました。
週報６ページに掲載しておりますが、山本会員にお話を
していただきます。すでに配布しました予定表の訂正を
お願いします。
４．本日例会終了後、理事会を行います。理事の皆様ご参
１０月２２日大阪ＹＭＣＡ会館で行われた財団のセミナ
集ください。
ーに出席してまいりましたので、その報告をさせていただき

ＰＨＦ・マルチプルＰＨＦ 認証おめでとうございます！

飯原会員
第４回マルチプルＰＨＦ

村木会員
第１回マルチプルＰＨＦ

片岡会員
ＰＨＦ

ます。
未来の夢計画のもとロータリー財団は補助金制度の改
革を進めており、ロータリーが目指す奉仕の精神を具現す
べく、また財団の手法改革のための補助金を「新地区補
助金」と「グローバル補助金」の２種類として提案されてい
ます。
新地区補助金はクラブ地区による地元地域や海外の差
し迫った要望を支援する補助金です。基本的な姿勢は従
来と変わりませんが、大まかな相違点は以下のとおりで
す。
１）業務サイクルが単年から２年へ。計画年度と実行年度。
２）補助金の上限が地区活動資金の２０％から５０％に増。
３）使用目的範囲の拡大、人道的目的以外にも奉仕、教
育プロジェクトにも可。
４）手続き上の多少の変更あり。
グローバル補助金は長期的視野から大きな影響をもた
らす活動に参画するための補助金です。人道的、奨学金、
職業研修プログラムに用いることとし、６重点分野（平和と
紛争の予防と解決、疾病の予防と治療、母子の健康、水と
衛生設備、教育と識字率の向上、経済と地域社会の発
展）にあてはまるものとする。
この補助金の用件は以下のとおりです。
１）地域社会の真のニーズ
２）実施国と援助国双方の提唱
３）双方が積極的に活動
４）補助金額の大幅アップ（１５０００ドル以上２００００ドル以
下、クラブは少なくとも８０，０００円の自己資金が必要）
以上、今回の第１回地区財団ＦＶＰセミナーのプログラ
ムの要旨をご報告いたします。私もまだ不勉強で分からな
いことも多く戸惑っていますが皆様のご指導を宜しくお願
いいたします。
※クラブ運営委員会の原稿は次週掲載します。

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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大和 式内社巡り
吉野編⑦
古代を学ぶ会

社」との説が持ち上がった。内務省考証官の実地調査の
結果これが認められ、現中社が式内丹生川上神社の最有
力候補となったが、すでに上・下社が認定されていたので、
祭神増加の形で内務省告示によって、中社と定められた。
①上社 写真

１０．丹生川上神社（にうのかわかみのじんじゃ）
同名社３社あり
①丹生川上神社上社
祭神：高靇神 配祀 大山祇神 大雷神
②丹生川上神社中神社
祭神：罔象女神 配祀 伊邪奈岐神 伊邪奈美神
天照大神 大国主命
③丹生川上神社下神社
祭神：闇靇神
現在「丹生川上神社」は上・中・下の３社がある。当社の
創祀は「二十二社註式」によると第４０代天武天皇３年（６７
４年）「人境を隔てたる深山に我を祭らば、天下の為に甘
《鳥居には「高靇大神」の額が掲げられている。》
雨を降らしめ、霖雨を止めん」との神勅があり奉幣がなされ
たことに始まるという。
「大倭神社注進状」には、もと大和神社（式内社巡り 天
理・都祁編 １２０２号掲載）の別宮で、当社に官幣を奉る
時、大和神社神主が勅使として参向すると記されている。
また、白河天皇治世の１０８１年に制定された社格「二十二
社」（国の重大事や天変地異などの時に、特別の奉幣を受
けた神社）の二十一位の社として、朝廷から篤く崇敬され
ていた。
創祀由緒からもわかるように、当社は祈雨神として貴布
禰神社と共に、祈雨祭には黒馬が奉納され、止雨祭には
白馬が奉納された大変重要な神社とされていたが、室町
以降に衰徴して、遂には所在さえも不明の式内社となって
しまった。
《かつての宮は大滝ダム建設により沈んだ。１９９８年に旧社地を見
鎮座地・・・①上社：奈良県吉野郡川上村迫
下ろす高台に遷座。旧社地からは平安期の祭祀跡が発掘された。》
②中社：奈良県吉野郡東吉野村小
③下社：奈良県吉野郡下市町長谷
当社の所在地について、江戸時代の国学者「白井宗
因」が、著書の「神社啓蒙」や「神社便覧」の中で「下市之
傍、山中丹生村」にあるとして以来、その他諸書がこれに
従ったことから、現下社を式内丹生川上神社に比定し、二
十二社に充てていた。しかし、「類聚三代格」寛平７年（８９
５年）の太政官符の「丹生川上雨師神社境界」の四至とし
て「東限 鹽匂 南限 大山峰 西限 板波瀧 北限 猪鼻
瀧」とあり、これが、現下社と合致しないとして、同社宮司に
より、川上村迫の宮（現上社）を式内社に充てるべきとした。
これにより、現下社を口の宮、現上社を奥の宮と呼んだ。
その後、内務大臣告示により、丹生川上神社二座として、
口の宮は下社、奥の宮は上社と改定された。ところが、こ
《屋根で覆われた神明造茅葺きの本殿。》
れにも異議が唱えられ、太政官符の四至に完全に合致す
《拝殿、本殿、社務所全てが新しく豪華な感じ。》
る社は、現中社である通称「蟻通しさん」「小川村蟻通神
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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②中社 写真

③下社 写真

《中社のみ中社の表示がどこにもない。本社としてのプライド？》

《広い境内にゆったりと鎮座している。》

《神社西側の古庭園跡》
《段丘地に建っているので、拝殿から本殿は急な階段を上る。》
川上鹿鹽神社（１２５５号記事掲載）・
丹生川上神社上社・中社
《下社も拝殿の後ろに本殿への急で長い階段がある。本殿は遠くて
あまり見えない。宮司さんは毎日上り下りしているのであろうか。》

※丹生川上神社下社の地図は週報１２５３号に掲載しています。

★式内社巡り「吉野編」は今回で終了です。次回から
は「生駒編」が始まります。

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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本日のメニュー

次週のプログラム

タラバ蟹の菊花びたし
秋刀魚の酢〆
秋鮭の西京味噌焼き
賀茂茄子の揚げ出し
牛肉のサラダ
御飯
香の物
けんちん汁
アイスクリーム

第 1257 回例会／2011 年 11 月 16 日
◆挨 拶
「ブエノス・ディアス Buenos Dias」
（スペイン語）
◆ロータリーソング 「日も風も星も」
◆卓

話
「スリランカ人による
スリランカのお話」

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

１１

曜日

予定

時間他

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 １３：３０～ 親睦委員会 家族会打合せ
～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

～２５日（金）まで ＧＳＥスリランカチーム団長ホームステイ

片岡会員宅

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