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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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Ｎｏ．1260
＊＊＊ 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 1260 回例会／2011 年 12 月 14 日
～ガバナー公式訪問～
本日の挨拶
「フーテミダー Goedemiddag」 （オランダ語）
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 ｢週に一度の｣
週に１度の 例会に
友情の肩 たたき合い
親しき中に 厳しさを
学びて嬉し ロータリー
おゝ ロータリー
おゝ ロータリー

＊＊＊ 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 1259 回例会報告 （12 月 7 日）
■司会進行

SAA 稲田 会員

■ロータリー・ソング

SAA 森田 会員

■来賓紹介

SAA 森田 会員

会

友

■出席者報告
第 1259 回例会

辻本 嘉助 様

SAA 稲田 会員
2011 年 12 月 7 日

会員数 37 名
出席数 23 名

出席率 75.68％
欠席数 9 名

出席免除会員欠席数 5 名

卓
話
「ガバナー講話」
RI 第２６６０地区ガバナー
岡部 泰鑑 様

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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第 1258 回例会（11/30）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 83.78%
11/22 中川会員
12/03 大橋会員
12/03 松本（正）会員
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
2011.12.7

ブは、主に財団学友（ＧＳＥ、財団奨学会ＯＢ・ＯＧ）とロー
タアクト、ローテックス（青少年交換プログラムＯＢ・ＯＧ）か
ら参加者を募ることから始まったクラブです。
このようなクラブがしっかりと活動し、奨学生や学友等を
支えていけるようになればＲＣの層ももっと厚くなりますし、
我々も関与していくことによって、懐が深くなるように思えま
す。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、遠藤会員、北野会員、谷口（光）会員、
村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

１２月が誕生月の井内会員、松本（圭）会員と中川会長

6,000 円
82,000 円

地区大会初日のセッション２「米山修了生とともに理想
米
山
ボ ッ ク ス
の米山奨学生像を語る」に出席しました。
４人の米山修了生がそれぞれの体験談を語り、米山奨学
飯原会員、遠藤会員、北野会員、谷口（光）会員、
制度のすばらしさに感謝するという内容なのですが、４人
村角会員、山本会員
の内二人は現在「東京米山友愛ロータリークラブ」のメンバ
ーです。
本日の合計
6,000 円
このクラブは、２０１０年２月１１日に、米山学友を中心と
今年度累計
83,000 円
した多国籍の会員が集まった「新世代クラブ」として発足し
ました。
現在会員数３１名、平均年齢は３７歳、出身国は８カ国
ニ コ ニ コ 箱
報
告
及び地域（中国、韓国、台湾、ネパール、ベトナム、ラオス、
久富 会員
アメリカ、ドイツ）で、話す言葉は合計１０カ国語以上になり ■SAA
ます。
稲田会員 月初にて。
会員の半数以上が米山奨学金の支援を受けて、日本
遠藤会員 家族会、ありがとうございました。
で勉学・研究に励み、現在日本で活躍するロータリー米山
大橋会員・松本（圭）会員・吉田会員 連名
学友です。
７０にして心の欲する所に従えども矩
設立メンバーのほとんどが米山奨学事業に縁のある方
（のり）を越えず。孔子の言葉の様に
で発足したため、クラブ活動の一環として現役米山奨学
早くなりたいものです。
生・学友の勉学と生活に関する支援活動にも力をいれ、国
北野会員 ロイヤルの宿泊券ありがとうございま
境、地区、さまざまな垣根を越えたネットワークを強化する
す。
ことを目的としています。
谷口（光）会員 妻の誕生日に、美しい花を戴き、
プレゼンテーションをした現在の会長は林芳（リン ホ
有難うございました。
ウ）さん。女性で、中国上海の出身です。もと新体操の選
花原会員 楽しい家族会をありがとうございまし
手で、今はウォーキングのインストラクターや講師をしてい
た。美しい花カゴをいただきました。
るとのこと。
村角会員 久富先生はじめ親睦委員の皆様、年
もう一人は、ネパール出身のギリ ラムさん。現在は三井
末家族会ご苦労様でした。
物産戦略研究所で環境エネルギーの研究をしている人で
山本会員 先日の家族会ありがとうございました。
す。将来はネパールで水力発電や再生可能エネルギーを
親睦委員会の皆様ご苦労様でした。
使い、母国の発展に貢献したいと語っていました。そして
楽しく過ごさせて頂きました。
彼は、世界中で米山奨学会と同等の者が結成され、もっと
横山会員 久富先生、生尾さん、お世話になりま
多くの若者が海外で勉強できる機会を増やしたいとも語っ
した。
ていました。
調べて見ますと、大阪では「大阪ネクストＲＣ」というクラ
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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■東日本大震災義援金報告

１２月 ７日 ３，０００円

■幹事報告

議

題

幹事 村角 末義

１．次週１２月１４日は、ガバナー公式訪問です。理事の皆
様は、１１時３０分より岡部ガバナーとの懇談会に出席し
て下さい。その他の皆様は、１２時より写真撮影を行いま
すので、それまでにお越しください。当日は全員出席を
お願いします。
２．先週１１月３０日の例会終了後、佐藤ガバナー補佐、平
田ガバナー補佐エレクトを囲み、クラブ協議会を開催し
ました。

理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事

第１号議案

既存会員の退会防止のための
「試験的プログラムの導入」の件
第２号議案 ２０１２～２０１３年度の理事並び
に担当委員会委員長選任の件
（会長）
（幹事）
（直前会長）
（会長エレクト）
（副会長）
（職業奉仕委員長）
（社会奉仕委員長）
（新世代奉仕委員長）
（国際奉仕委員長）
（財務委員長）
（親睦委員長）
（副幹事）

片岡 重裕
松本 正
中川 建司
横山洋一郎
生尾 雅美
松本 圭右
久富 義郎
大石 博雄
鋳方 貞了
村角 末義
安井 一男
北野 克美

会員総数３７名のうち出席者数２３名で、定足数を満た
していることを村角幹事が確認、議長に中川会長が選任さ
れ、会長より各議案の説明を行いました。両議案とも、賛
成多数で可決されました。

３．２０１２年５月６～９日に行われます、第１０３回国際ロー
タリーバンコク大会のツアー案内が来ております。詳細
は事務局にお尋ねください。
４．畑野 研太郎先生が代表を務めるライフリバーより会報
誌が届きました。回覧します。
５．本日例会終了後、定例理事会を行います。理事の皆
様ご参集ください。

年次総会
２０１２～１３年度理事の皆さん

日
場

時
所

：
：

１２月７日（水） 午後１２時３０分～
新大阪ワシントンホテル２階

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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が多くなりつつあります。
今年、有名な哲学者である梅原猛氏が「葬られた王
大和 式内社巡り
朝」という題名の本を発行されました。氏も、かつては、
生駒編④
他の多くの学者と同じく、「出雲には王国など存在しなか
った。あるのは神話だけであり、それも作られたものであ
古代を学ぶ会
る。」と考えられておられたのですが、本の中で、それが
今回から、少しの間、出雲王国についてお話します。 間違いであったと明言するとともに、新しい視点から古代
出雲と言えば、神話の国と言うイメージがありますね。 出雲の謎に迫っておられます。今年出版された出雲関
事実、古事記、日本書紀に記載されている神代巻の内、 係の本では一番の力作だと思われます。
実に３分の１が出雲関係の神話ですし、出雲国風土記
次回からは、出雲王国の範囲、成立、発展、滅亡等
にも多くの神話が語られています。これら記紀、風土記 について、神話、遺跡に触れつつ、お話しすることにしま
の神話中、登場人物や出来事等かなりの違いが見られ す。
古代を学ぶ会 村木 茂
るのですが、最も大きな相違は、風土記に記載されてい 写真
る出雲東部の神話が、記紀には一切触れられていない ①
という点です。この点については、出雲とは具体的にど
の範囲のことを指すのか、その東部とか西部とはどこな
のかを明らかにしながら、後に詳しくお話しすることにし
ます。
旧暦の十月は、一般には「神無月（かんなづき）」です
が、出雲では「神在月（かみありづき）」となります。この十
月には全国から八百万の神様が出雲に集まり、重要な
会議が開かれるのです。出雲大社の重要な神事の一つ
であります「神在祭（かみありまつり）」がそれです。
この２年程の間に、出雲の式内社を約１０社ほど訪ね
ましたが、そのいずれの神社も神様が住まわれている本
殿が大きくて立派なものでした。奈良の人々には申し訳
ありませんが、大和の神社の中には、本殿よりも拝殿が
大きくて立派と言う神社が多々見受けられました。出雲
の神社の本殿を見るだけで出雲の人々の神様に対する
思いが伝わってきます。
昭和５８年までは出雲地方から発掘される古代の遺跡
が非常に少なかったものですから、古代史を勉強してお
られる先生方の多くは、「古代の出雲には、記紀が語る
ような出雲王国などは存在しない。あるのは神話だけで
ある。しかも、その神話も全くの作り話である。」と考えて
おられておりました。
ところが、昭和５９年に島根県斐川町の神庭荒神谷
《神庭荒神谷遺跡発掘現場（再現）》
（かんばこうじんだに）から整然と並べられている３５８本と ②
いう大量の銅剣が、そして翌年には銅鐸６個、銅矛１６本
が見つかりました。それまでに全国から出土していた銅
剣の総数が約３００本ですから、それを越える銅剣が１箇
所から出土したということで、凄いことなのです。（写真
①）
さらに、平成８年に島根県大原郡加茂町大字岩倉に
ある加茂岩倉遺跡からも３９個の銅鐸が出土しました。
（写真②）このような３９個もの銅鐸が１箇所から出土した
のも初めてです。これら２箇所の出土場所を見てきまし
たが、よく見つけることができたなぁという感じを受けまし
た。近時は、出雲のこのような出土状況から、「出雲には、
かつて王国があったのではないか。神話の中にも真実
が語られている部分があるのではないか。」と考える学者
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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上の素戔嗚神社と七社神社を合併したが、大正９年この
境外摂社の地に本殿と拝殿を建て、大正１３年旧社地より
遷座し、「平群石床神社」となった。
創祀等の由緒は不明である。「三代実録」貞観元年（８５
９年）に「平群石床神」の記載が見える。境内掲示板による
と、旧社地付近は花崗岩の巨石が数多く露頭しており、烏
土塚（うどづか）古墳や西宮古墳などに運ばれていて、古
墳時代から飛鳥時代の石材産地でもあったという。又、当
社ご神体の磐下から湧き出る清水は万病の薬として、「和
名抄」に載せられている。
祭神については、一説には「饒速日尊」とも言われるが、
根拠はない。本殿は３社が並んでおり、中央が「劔刃石床
別命（けんじんいわとこわけのみこと）」、向かって右が「太
玉命」向かって左が「素戔嗚命」を祀っている。

《加茂岩倉遺跡発掘現場（再現）》
７．平群石床神社（へくりのいわとこのじんじゃ）
祭神：劔刃石床別命

《入口の社標石と鳥居、その奥が拝殿。》

《大中小の本殿…中央が劔刃石床別命》
《花崗岩の巨石（ご神体）と赤い鳥居》

※地図は次週掲載します。
平群石床神社は、元来社殿も拝殿もなく、高さ約９ｍ、
横幅約１８ｍの巨石をご神体として祀ってきた、自然石信
仰の神社であった。この巨石は現在は旧社地として残され
ている。旧社地の所在は、奈良県生駒郡平群町越木塚字
石床にある。明治４４年に境外摂社として、越木塚字井戸
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－5－

2011～12 年度

国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー
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本日のメニュー
秋刀魚の砧巻き・・・酢味噌
鰤、湯霜造り・・・グレープフルーツポン酢
魳の柚庵焼き
大根と鶏の煮もの
牛肉角切りステーキ・・・焼とりソース
ご飯
香の物
味噌汁
フルーツ

次週のプログラム

第 1261 回例会／2011 年 12 月 21 日
◆挨

拶
「フーテミダー Goedemiddag」
（オランダ語）

◆ロータリーソング 「週に一度の」
◆卓
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/

話
公開卓話
「法務検察こぼれ話」
元大阪高検検事長
弁護士 中尾 巧

様

＊＊＊ 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

１２

2012.1

曜日

予定

時間他

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

４

水

例会 休会

１１

水

第１２６２回 例会 「新年互礼会」

１５

日

歩こう会「金毘羅大作戦」第９回 JR 大阪８時発播州播磨行乗車 →JR 坂越駅９時３８分着（集合）

１８

水

第１２６３回 例会 第６回クラブフォーラム「国際奉仕委員会」 １３：３０～ 絵画クラブレッスン

事務局年内業務最終日 年始は５日

１３：３０～ 定例理事会

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」
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