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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 2011.11.30
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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 1258 回例会／2011 年 11 月 30 日
～ガバナー補佐訪問～
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
「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
例会終了後 「クラブ協議会」

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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＊＊＊ 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 1257 回例会報告 （11 月 16 日）
■司会進行

SAA 生尾 会員

■ロータリー・ソング

SAA 吉田 会員

■来賓紹介

SAA 高窪 会員

本日の卓話ゲスト
関西大学大学院教授
吉田会員令嬢
米山奨学生
■出席者報告
第 1257 回例会

池本 ニルミニ
小川 博司
吉田 真弓
楊 仲 軒

様
様
様
君

SAA 生尾 会員
2011 年 11 月 16 日

会員数 37 名
出席数 26 名

出席率 78.38％
欠席数 8 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1256 回例会（11/9）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 80.56%
11/22 吉田会員
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■会長の時間

会長

中川 建司
2011.11.16

国際ロータリー・ニュース：2011 年 10 月 5 日
★池田 豪さん ご入会おめでとうございます！
ロータリー財団は、ロータリアンによる西アフリカでの保健
楽しいロータリーライフをご一緒しましょう！
活動を支援するため、世界的慈善団体である マーシーシ
ップス と、新たに提携を結びました。
この提携を通じて、財団は、クラブと地区が医療専門家
から成る職業研修チーム（VTT）を派遣するための※パッ
ケージ・グラント（グローバル補助金の一種）を提供します。
この職業研修チームは、手術などの治療活動だけでなく、
現地の保健従事者のスキル向上の支援も行います。今回
のプロジェクトはまず、マーシーシップスが所有する 16,500
トンの船、｢アフリカ・マーシー｣が活動を展開している西ア
フリカ（現在の寄港地はシエラレオネのフリータウン）から
始まります。
1978 年に創設されたマーシーシップスは、発展途上国で
医療を無料で提供するだけでなく、それらの国々における
持続可能な開発を支援する団体です。これまで 70 カ国以
上で活動を展開し、290 万人もの人々を支援してきました。
毎年 1,200 名の手術医、歯科医、看護師、保健研修者、
教師、料理人、船員、エンジニア、農業専門家などがボラ
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
ンティアとして参加し、スキルを生かしています。
ロータリアンはこれまでも、マーシーシップスとの活動をい
くつかの国で行っています。ジャクソンビル・ロータリー・ク
飯原会員、生尾会員、谷口(光)会員、山本会員
ラブ（米国フロリダ州）とテマ・ロータリー・クラブ（ガーナ）は、
2007 年、ガーナでの医療支援のため、｢アフリカ・マーシ
本日の合計
4,000 円
ー｣に医療物資を提供しました。ジャクソンビル・クラブはま
今年度累計
73,000 円
た、モンロビア・ロータリー・クラブ（リベリア）とも協力し、
2008 年から 2011 年にかけ、1,200 人への眼科手術や顔面
手術を支援しました。
米
山
ボ ッ ク ス
ロータリー財団のグローバル補助金は、財団の重点分野
において、大きな成果と持続可能性が望める大規模な国
飯原会員、生尾会員、谷口(光)会員、山本会員
際プロジェクトを支援するものです。
今回の財団とマーシーシップスによって提供されるグロ
本日の合計
4,000 円
ーバル補助金のパッケージ・グラントは、重点分野の中の
｢疾病予防と治療｣を直接支援するもので、この補助金を通
今年度累計
73,000 円
じクラブや地区は、受益者の特定、技術支援や直接奉仕
の提供が可能となり、プロジェクトの広報などをより効果的
に行うことができるようになるということです。
ニ コ ニ コ 箱
報
告
※財団の補助金には、地区補助金とグローバル補助金の
二種類があり、パッケージ・グラントはグローバル補助金の ■SAA
高窪 会員
一種です。重点分野に関連するプロジェクトや活動（奨学
金、人道的プロジェクト、職業研修）を実施するためのもの
生尾会員 新入会員の池田氏をお迎えして。
です。
谷口会員 関西大学の小川先生、楊君がお世
重点分野
話になり、有難うございます。今後とも
1. 平和と紛争予防／紛争解決
よろしく。
2. 疾病予防と治療
3. 水と衛生設備
■東日本大震災義援金報告
１１月 １６日 ３，０００円
4. 母子の健康
5. 基本的教育と識字率向上
■幹事報告
幹事 村角 末義
6. 経済と地域社会の発展
１．先日の地区大会には、ご出席いただきました会員の皆
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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様、ご苦労さまでした。その時に表彰されました、「１０
０％財団の友 会員クラブ」の記念バナーが届きまし
た。・・・（賞の説明）・・・ 回覧します。
２．スリランカＧＳＥチームがすでに来日されており、２０日よ
り２５日まで片岡さん宅へ団長 ププド・デ・ゾイサさんが
ホームステイをされます。滞在中の１１月～日に懇親会
を行いますので、出欠をご記入ください。
３．１１月３０日は、ご承知の通りガバナー補佐訪問です。
できるだけご出席くださいますようお願い致します。例会
終了後のクラブ協議会は、各委員長より発表していただ
きます。ご欠席の場合は、必ず副委員長等代理出席を
お願いします。出欠を確認します。
４．大阪鶴見ＲＣより、留学生による日本語作文コンクール
入賞作品集が届きました。回覧します。
５．大阪天王寺ＲＣより、東日本大震災復興支援企画のチ
ャリティコンサートの案内が届いております。「七瀬りり子
（元宝塚歌劇団宙組）・帯刀享子（たてわききょうこ） 親
子コンサート」としまして、11 月 25 日（金）午後 6 時より、
ホテル阪急インターナショナルにて開催されます。会費
はディナー込で１８，０００円です。興味のある方は本日
中にお申し出ください。
６．今年も残り少なくなって参りましたが、年賀状発送のた
めの住所や喪中の確認を行いたいと思います。名簿を
回覧しますので、喪中の方は該当欄に○印を、住所等
に変更・間違い等ある方は、訂正欄にご記入下さい。

卓

話

スリランカ人によるスリランカのお話
池本 ニルミニ 様

吉田会員の紹介で、花博のコンパニオンとして来日して
以来２０数年を上新庄で暮らしているスリランカ人の池本ニ
ルミニさんにお越しいただきました。
長年の紛争に終止符が打たれたスリランカの現状や、
今後の展望について、楽しい内容でわかりやすく解説して
いただきました。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－3－

卓話（11/9）
１１月９日

「心の置き処」
山本恵眞 会員

福岡県博多の万行寺の住職が、檀家の世話人の家屋
新築祝に招かれ、床の間の掛け軸を書いてくれと頼まれ
た。用紙・筆・墨と、すでに用意されてあり、和尚は皆の前
ですらすらと書いた。主人は、その書を見て「新築祝にこ
の書はあんまりだ！不吉だ」と怒った。和尚の書には「爺
死父死子死孫死」と書いてあり、皆もこれは主人が怒る筈
だ 平常死という字が一つ書いてあっても嫌がるのにこれ
はまた・・・と皆は唖然となった。しかし和尚は「此の通り順
番に死ねたらこんなめでたい事は無いと思うがね」と言っ
て更に「世の中此の通りいかぬから悲劇が起こるのではな
いかね、子供に先立たれる親・可愛いさかりの子供を死な
せる親・・・だから順番に最後が迎えられたら、こんな目出
度いことはないだろう」と説明されたので、主人も納得し、こ
れは家の家宝にしようと喜んだ、という事である。
またある老婆が私に話して聞かせてくれた事である。
私の孫がご飯を食べている時、畳の上にご飯をこぼした
ので、拾って食べよ と注意したら、嫁が「拾って食べたら
あかん、不衛生だ。病気にでもなったらえらいことや」と言う
て怒った。私は昔からお米は八十八度も手掛けて作るもの、
粗末にしたら罰が当たると言って育てられたので、孫がこ
ぼしたご飯を黙って拾い、それをきれいに水洗いして干し
て置きました。
ある日、孫が学校から帰り、おばあちゃんおやつない？
と聞いた。生憎その日は嫁が出かけて居て留守で、おや
つがどこに置いてあるかわからず、どうしようと思って居た
が、そうだと思いだし、孫がご飯をこぼしてそれを「もったい
ない」と思い拾いためて置いた干し飯を取り出し、それをホ
ーロクで軽く炒りその上から砂糖を少し振り掛けて、孫に、
ハイおやつ、と出してやったら孫はおいしいなあ、おばあ
ちゃん、何で作ったの、と聞き乍ら喜んで食べてくれまし
た。
こぼしたご飯を不衛生だと言って捨てずもったいないと
思い拾い留めて置いた干し飯がおいしいおやつに出来て
本当に嬉しかったです。と話してくれた事でした。
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次にある本で見た話を紹介します。
あたりまえ
目が見える 耳が聞こえて 声が出る
ものが言える 叫ぶこともできる
歩ける 走れる どこへでも行ける
笑える 泣ける
だれも これを 喜ばない
なぜでしょう あたりまえだから
（ものを言えない 耳が聞こえない 歩けない
人達が沢山居られるのに・・・・・・）
失って 初めて その有り難さを知るのでは・・・・・
みんな有り難いことです
と記してありました。

いいのは「伏見のいなり寿司」これとビールのみ。このイヴ
ェントを体感しただけで満足し、後は商店街で買出しし、ホ
テルのソファーを借り受けて十分に腹ごしらえを済まし岐
路に着くが、15：30 には運悪く JR 六甲道で人身事故のた
め全線運転を見合わせている状態。やむなく、駅前の居
酒屋でいっぱい飲んで暇をつぶし、17：30 には岐路に着
いた。１０ｋｍ・風呂なしなどいつもと違う、それでも楽しい
一日でした。
次回は 12 月 11 日 9：30 JR 網干駅に集合して、年末の赤
穂を目指します。
（久富義郎）

「金毘羅大作戦（その７）」
歩こう会報告

金毘羅大作戦第 7 弾（2011.11.13.晴れ）
（姫路→網干）
9：30 に「JR 姫路駅」に集合した。事前の情報で「B 級グ
ルメグランプリ・・IN 姫路」の開催が 11/12.13 であることは
承知していたが、大変な人出だった。私は三宮から JR の
新快速を利用したが混雑で座ることはできなかった。山陽
電車で来た村木さんも大変な混雑だったようです。新幹線
でこられた松本圭さん、少し早めについた宮崎さん・鋳方
さんは座ってこられたようでした。とにかくいつもと違う出だ
し。中川さんは葬儀に出席、北野さんは入院中、松本さん
は仕事で欠席。すこしさびしく５人がいつもどうり、記念撮
影の後、出発。今回はあまり遠くまでは行かず、１０ｋｍぐら
いでやめるつもりで網干を目指す。JR 山陽線に沿ってひ
たすら歩く。１時間ほどで「英賀保」駅に到着。松本先生の
差し入れの｢かりんとう饅頭｣で糖分補給。夢前川をうまくわ
たって、次の「はりま勝原」駅を通過して、12：30 に「網干」
駅に到着。今日の仕事はここまでとし、姫路に帰って「B 級
グルメグランプリ・・IN 姫路」参加することにする。姫路駅ホ
ームで名物「駅そば」を食す。開催地姫路城公園まで数珠
つながり、人気グルメは長蛇の列。30 分待ち。並ばなくて
「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
生駒編②
古代を学ぶ会
３．龍田比古龍田比女神社
（たつたひこたつたひめのじんじゃ）
祭神：天御柱命 國御柱命 龍田比古命 龍田比女命

《拝殿》

《能楽金剛流の発祥の地とされている龍田神社。》

奈良県生駒郡斑鳩町龍田、法隆寺より西へ約１ｋｍの
国道２５号線沿いに鎮座している。
聖徳太子が法隆寺を創始する地を定めるべく、龍田神
（１２５７号掲載の龍田坐天御柱國御柱神社、別名龍田大
社の祭神）に遭い、その指示により今の地に伽藍を造立し、
龍田神をもって守護神としようとしたが、法隆寺と龍田大社
の距離が遠かったために、当地に勧請し伽藍の守護神と
した、というのが一般の創始由緒である。龍田大社の「本
宮」に対して当社は「新宮」とも呼ばれる。現在名は「龍田
神社」。
上記の創始については、後世のことであり、本来延喜式
では「龍田比古龍田比女神社」二座で、法隆寺建立以前
からの地主神であったとする説もある。
社伝によると、社地の北方に御廟山という小丘があって、
これが龍田の神奈備（神が鎮座・隠れ住むと信じられた山
や森、または岩や滝などの神が宿る自然物のこと）であり、
ここから南麓の現在地に宮を造り遷したものとされている。
明治の神仏分離令により、法隆寺から離れ、立野の本
宮（龍田大社）の摂社となったが、大正１０年請願の結果、
縣社に昇格、大正１１年本宮より分離独立した。
現在は、法隆寺とも龍田大社とも独立した神社ではある
が、龍田大社の神幸の御旅所であり、また春の法隆寺会
式には龍田神社より、秋の龍田神社例祭には法隆寺より、
相互に幣帛を供えるという神宮寺としての関係も続いてい
る。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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《本殿には近づけないので、よく見えなかった。》

《手水鉢には当社の神使いの鶏がいる。》
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龍田比古龍田比女神社（龍田神社）・猪上神社
船山神社・平群神社・神岳神社
（猪上神社以下次回以降記事掲載予定）

前回（１２５７号）掲載分
龍田坐天御柱國御柱神社（龍田大社）

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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前回（１２５７号）掲載分
伊射奈岐神社（伊弉諾神社）

「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

秋刀魚のおろし酢かけ
お刺身盛り合せ･･･鮪、鯛、烏賊
銀ダラの柚庵焼き
鰤の粗煮
牛しゃぶしゃぶ･･･みぞれソース
ご飯
香の物
味噌汁
りんご

第 1259 回例会／2011 年 12 月 7 日
◆挨

拶
「フーテミダー Goedemiddag」
（オランダ語）

◆国歌斉唱 「君が代」
新大阪 RC のホームページも是非ご覧ください！

◆卓

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/

話
年次総会

＊＊＊ 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

曜日

予定

時間他

１１

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

１２

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

７

水

第１２５９回 例会

１１

日

歩こう会「金毘羅大作戦」第８回

１４

水

第１２６０回 例会 ガバナー公式訪問 11：30 理事懇談会 12：00 写真撮影 １３：３０～ 絵画クラブレッスン

２１

水

第１２６１回 例会 公開卓話「法務検察こぼれ話」 14：00 まで 元大阪高検検事長・弁護士 中尾 巧 様

２８

水

例会 休会

年次総会

13：30～クラブ協議会（各委員長出席）
１８時３０分開宴

１３：３０～ 定例理事会
９：３０ ＪＲ網干駅集合

イラスト提供：sozaiya.org・http://bluedaisy.rdy.jp/bd/・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」

－8－

2011～12 年度

国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

