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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 1257 回例会／2011 年 11 月 16 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」

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 1256 回例会報告 （11 月 9 日）
■司会進行

SAA 生尾 会員

■ロータリー・ソング

SAA 高窪 会員

■来賓紹介

SAA 花原 会員

会
会

友
友

■出席者報告
第 1256 回例会

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

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊

話

宮崎 信夫 様
岡田 孝司 様
SAA 生尾 会員
2011 年 11 月 9 日

会員数 36 名
出席数 25 名

出席率 80.56％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 4 名

第 1255 回例会（11/2）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 83.33%
11/11 櫻井会員

スリランカ人によるスリランカのお話
池本 ニルミニ 様

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－1－

2011～12 年度

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
2011.11.9

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、片岡会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

3,000 円
69,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、山本会員

ロータリーでは、１１月５日を含む週は「インターアクト週
間」と呼んでいます。
新世代奉仕のお話をさせて頂いたときに、ロータアクト・イ
ンターアクトの簡単な説明をさせていてだきましたが、今日
はもう少しインターアクトのお話をさせて頂きます。
インターアクトクラブ（Interact Club,IAC）とは、奉仕と国
際 理解に貢献する 青少年のための 、ロ ータリークラブ
（RC）提唱の世界的団体で、高校に在学中の生徒、また
は１２～１８才までの青少年が入会できます。（以前は１４才
だったのですが、２０１０年１４才から１２才に引き下げられ
ました）。
インターアクトクラブは、１９６０年、当時の RI 会長ハロル
ド・トーマスにが委員会を発足させ、2 年後の１９６２年に、
アメリカ・フロリダ州メルボルン RC の提唱によりメルボルン
高校 IAC が２３名で結成しました。
日本最初のインターアクトクラブは、１９６３年に結成され
た仙台育英高校 IAC で、１００名を超す人数で誕生しまし
た。この時、世界最大規模でした。
結成当初の地域での清掃奉仕や小さな親切運動などの
様々な活動を評価され、１９６７－６８年度「インターアクト国
際ロータリー賞」を受賞しています。また、設立後、海外留
学が活発に行われるようになり、地区の青少年交換制度を
促進するという効果もありました。現在各インターアクトクラ
ブでは地域の伝統的な祭りの運営や献血を呼びかけるキ
ャンペーンなど様々な活動をしているようです。
日本では５５４クラブ、１２,０００人の会員がいます（２００９
年９月末現在）。（参考：ロータリー総クラブ数 約２２００、
会員数 約９万人）
インターアクトクラブの特徴的なものは、各高校にクラブ
が設置されるため、クラブの顧問教諭として、高校の教員
が担当し、インターアクトクラブの活動を監督し、提唱ロー
タリークラブと学校との連絡役を務めることです。そして、イ
ンターアクトクラブの成功は、顧問の力と参加にかかって
いるといわれています。
増強ではなかなか苦労していますが、長い目で見ると、
いま継続している出前授業やロータアクトクラブ・インター
アクトクラブなどの関わりを発展させることを考えて、将来
のロータリアンを育てていくことも必要かと思います。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

2,000 円
69,000 円

報

■SAA

告
松川 会員

岡田会友

長寿の祝品、ご恵送頂き有難うござ
いました。

片岡会員

岡田さん、宮崎さんいらっしゃいま
せ。
恙なく一ヶ月が過ぎました。ありがた
いですね。

山本会員

■東日本大震災義援金報告

■幹事報告

１１月 ９日 ２，０００円

幹事 村角 末義

１．いよいよ今週１１日（金）・１２日（土）に２０１１年度 RI２６６
０地区 地区大会が開催されます。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。
２．１１月３０日（水）は、ガバナー補佐訪問です。例会終了
後、クラブアッセンブリ― 「クラブ協議会」を行います。
委員長各位、今年度の活動方針についての発表をして
頂きます。ご都合の悪い方は、必ず副委員長等の代理
出席をお願い致します。
３．１１月２日に行われました理事会議事録をメールボック
スに入れております。細則の一部変更についての資料
も入れております。
2011～12 年度

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
卓

話

１１月２日 第３回 クラブフォーラム「クラブ運営委員会」
横山 洋一郎 委員長

クラブ奉仕部門の活動テーマは何と言っても会員をいか
にして、増強するか又会員維持を行いクラブ拡大ができ
るか否かが、今年度のクラブ奉仕部門のテーマです。
１） 第 2660 地区の会員数の現状；
毎年毎年、会員数の減少の数字を見ながら、どうしてこれ
が止まらないのか、当２６６０地区も、1996 年に 5601 名いた
会員が 2009 年までの 13 年間で 1859 名の会員減少となり
ました。年間で考えますと 142 名の会員が 1 年間で減少し
たこととまり、
当地区の２月末、８４クラブの会員数の分布を見ますと
会員数３０人未満 ・・・２４クラブ・・・２８．６％
会員数３０人～５９人・・４８クラブ・・・５７．１％（新大阪ＲＣ）
会員数６０人以上 ・・・１２クラブ・・・１４．３％となっておりま
す。
分布の一番多いいい会員数 30～59 名のクラブで考えると
この 13 年間毎年約 3～4 クラブが消滅していることになりま
す。
昨年 45 名増となり、今年度が減少にストップがかかるかど
うか注目されるところです。
また、女性会員は８４クラブ中５０クラブに在籍し、全クラブ
の５９．５％に女性会員が在籍しています。１９８９年、シン
ガポールの規定審議会で女性会員の入会が承認されて、
約２０年間で、当地区の半数以上のクラブに女性会員が
在籍していることは、時代の要請に敏感に対応するロータ
リーの姿であるといえるでしょう。しかし、当地区会員数から
みますと現在５．１％で、将来のロータリーを担う貴重なパ
ートナーとしての女性会員の増強はロータリー発展に不可
欠な課題である。
２）
クラブの活性化は会員増強から、ということでクラブ
会長さんを中心に、会員増強委員会が全力を挙げて会員
増強の実を挙げられますことを期待しています。その中で
も今、現実の問題として、社会で活躍されている女性に対
する意識改革が大切であると強調されておりました。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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３） 会員増強は未来のロータリーを託す人材を得るため
の重要な奉仕；
会員増強は「未来のロータリーを託す人材を得るための、
唯一無二の奉仕活動であり、これをおろそかにすれば、
ロータリーの未来を語ることは出来ない。」
会員増強は「より良い人材、より良い指導者を育てると
共に、困っている多くの人々の為に、奉仕の担い手を増
やすことで、ロータリーの存在価値を高める奉仕なので
ある」。会員一人一人が会員増強の意識を高めて、実
行しなければなりません。
４） 各クラブは会員増強、退会防止にいかに取り組むか；
クラブの増強は、会長がやる気になってもらうか、もらわ
ないかが勝負です。会長が自分の言葉で、全会員によ
き仲間を増やす会員増強に協力していただくよう熱意を
こめて伝えていただくことが大切であります。
退会防止については、会員がお互いに声を掛け合うこ
と、そんな小さなことから心の通い合いがうまれ、特に新
しく入会された会員や、若い会員にそのような小さな温
かい心配りが大切である。退会防止はこのようなちょっと
した日頃の心づかいがたいせつです。声を掛け合うこと
は、砂漠のような社会に「オアシス」が出現するのです。
５） 最後に会員増強は、単に会員数を増やしてロータリ
ークラブを活性化するだけでなく、政界や実業界、地域
社会や家族において、有能な役立つ人材を育成し、よ
き市民、よき指導者を育て上げ、職業に、社会に、国家
に、世界に役立つ人材の輩出を目指しているのです。
人生の常として、年齢と共に孤独になりゆく人生に、毎
週出会える例会での出会い「友あり、遠方よりきたる。ま
た楽しからずや」の心境は、他では得られないロータリ
ークラブの素晴らしさでありましょう。貴方が推薦する新
会員に「例会で食事をしながら、明るく楽しい雰囲気を
見学しては如何ですか？」と誘っていただき、貴方と一
緒に例会に出席されることで、明るく楽しい例会の雰囲
気を知っていただき、何の抵抗もなくなって入会してい
ただけるのではないでしょうか。全会員の力らを結集し
て会員増強の成果をあげていただき、私どもクラブ奉仕
増強拡大委員会は、岡部ＧＥの方針のもと「数は力なり」
と言う概念を少し横に置いて魅力ある人材や若い世代
の人又女性会員を選んで魅力有るクラブ作りを第一の
方針として目指したいと思います。ロータリー最大財産と
は疑いもなく我々ロータリークラブ会員一人ひとりです。
この財産なくしてロータリークラブの意味がありますか？
なぜ会員増強が必要か、ロータリーの生存に関わる問
題だからです。
新会員は私たちロータリアンの未来だからです。
ロータリークラブとは
・たくさんの仲間と出会えます
・いろんな勉強になります
・仕事のためになります
・趣味も増えます
・何といっても楽しいです
2011～12 年度

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
大和 式内社巡り
生駒編①
古代を学ぶ会
１．伊射奈岐神社（いさなきのじんじゃ）
祭神：素戔嗚尊 伊弉諾尊 大国主命（大己貴尊）

《長弓寺本堂：国宝（鎌倉時代）》

《ここから８０ｍ程進むと長弓寺の惣門がある。》

生駒市上町に鎮座する。現在は「伊弉諾神社」と表記さ
れている。長弓寺の鎮守社で、本堂入口より向かって右側
に神社境内地が続いている。
社頭掲示板には、
「当社は聖武天皇勅願による長弓寺の守護神として建
立せられ牛頭天王の宮と称せられたが神仏分離の明治新
政にあたり現在の社名に変更がありました。」とある。
「大和志」が当社の所在地を現在地にあて、他諸書がこ
れに従っているので現在名に変更したと思われるが、「大
和志料」では、「伊射奈岐神社」は古は延喜式内大社にし
て、月次・新嘗の官幣に預かった社であったが、中世荒廃
して所在も不明となったとしている。度会延経の「神名帳考
証」でも同一説をとっている。そしてさらに「大和志料」では、
上町の牛頭天王社（現伊弉諾神社）は、式内「登彌神社」
（週報１２２４号掲載）とすべきと説いている。
この神社の特徴は、長弓寺の境内の一角に鎮守社が
建てられている、という格好であるにもかかわらず、長弓寺
の惣門より手前に大きな一の鳥居があって、全体を総括し
ている点である。「大和志料」はこの点について、長久寺
（現長弓寺）の創始以前に大宮がすでに創建されていて、
この境内地は以前から神域であったことの証だとしている。
「牛頭天王社」といえば祭神は「素戔嗚尊」であり、父神で
はあるが「伊射奈岐神社」あるいは大和志料による「登彌
神社」との関連はよく分らない。元式内社があったところに
長弓寺が建立され、その時に鎮守社として「牛頭天王社」
がとってかわったということなのであろうか。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－4－

《長弓寺本堂手前に小さな標識と牛頭天王宮の石灯籠がある。》

《上：舞台と楼門
2011～12 年度

下：本殿》

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
２．龍田坐天御柱國御柱神社
（たつたにますあまのみはしらくにのみはしらじんじゃ）
祭神：天御柱命 國御柱命

《鳥居の前には大きな駐車場がある。参拝者の多さが伺われる。》

れている。
日本書紀によれば龍田風神祭に勅使を派遣し奉幣をし
たのは天武天皇に始まり、６７７年から６８６年までに１９回、
持統天皇も天武天皇の素志を受け継ぎ６９０年から６９７年
までに１６回遣使奉幣を行っている。
延喜式で名神大社の当社は、伊勢神宮以下の「十六
社」に数えられ、白河天皇治世の「二十二社」にも挙げら
れた。
社域は大変広く、参拝者も多い。本殿は、がっちりと囲
まれて木々も邪魔してなかなか見えない。二殿が並んで建
っているのがようやくわかるぐらいである。写真の屋根の上
の千木に注目すると、左右の本殿で先の切り口が違うのが
わかる。向かって左（天御柱命・男神）の千木は垂直方向
に、右（国御柱命・女神）の千木は水平方向に先が切れて
いる。出雲の神社ではよく見かけるが、千木の切り口で男
神、女神のどちらを祀っているのかがわかる。皆さんも神
社に行かれたら、拝殿の前で拝んで帰るのではなく、裏へ
回って本殿をよく観察してみてはいかがだろうか。おもしろ
い発見があるかもしれない。

《広大な敷地は約３０，０００坪。》
《金の千木の先に注目！》

奈良県生駒郡三郷町立野南に鎮座する、たいそう立派
な神社である。現在名は「龍田大社」。「本宮」「本社」「竜
田大社」などの俗称もある。
祭神は別名「志那都比古命（男神）」「志那都比売命（女
神）」といい伊邪那岐命、伊邪那美命の御子神にして天地
の大気即ち風力を掌る神、風神である。
創祀は崇神天皇の御代と伝わる。延喜式の祝詞によれ
ば、龍田風神祭の條に、『皇孫命（崇神天皇）が「五種の
穀物を始めて、草の片葉までも不作となり、それも数年続
いているので、この災いする神の御心をどの神であるか卜
を以て明白にせよ」と仰せられた。それでもわからず皇孫
命自ら天神地祇を祀り祈願したところ、夢の中で天御柱命
國御柱命の御神意であることを悟った。「龍田の立場の小
野に吾宮を定め吾前をお祭りするならば、公民の作るもの
を成し幸い奉ると五風十雨から守ることを約束する」との神
教があり、社殿を此の地に造営し厳粛に奉斎した。たちま
ち豊作になり疫病も退散し平安が訪れた』ということが書か
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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※地図は次回に掲載します。

2011～12 年度

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
本日のメニュー

次回のプログラム

海の幸テリーヌ 彩
かぶのクリームスープ
鴨肉のポワレー・・・マスタード風味
コーヒー
フランスパン
バター

第 1258 回例会／2011 年 11 月 30 日
～ガバナー補佐訪問～
◆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

次週１１月２３日(水・祝)は

話
日本ライトハウスについて
日本ライトハウス 専務理事
橋本 照夫 様

例会 休会です。

＊＊＊ 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

１１

１２

曜日

予定

時間他

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
Ｒ財団セミナー 於 大阪国際会議場

２３

水

勤労感謝の日

例会休会

２５

金

～２６（土）ロータリー研究会 於 大阪国際会議場・リーガロイヤルＨ

３０

水

第１２５８回 例会 ガバナー補佐訪問 卓話：日本ライトハウス

３

土

新大阪ロータリークラブ家族会 於 リーガロイヤルＨ３Ｆ 光琳の間 １８時開場

13：30～クラブ協議会（各委員長出席）
１８時３０分開宴

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」

－6－

2011～12 年度

国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

