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■ 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
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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 1263 回例会／2012 年 1 月 18 日
本日の挨拶
「ニーハオ 你好」 （中国語）
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 「R-O-T-A-R-Y」
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary,
R-O-T-A-R-Y
Is known on I and and sea,
From North to South,
From East to West,
He profits most who serves the best,
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary
卓
話
第６回 クラブフォーラム
国際奉仕委員会
鋳方 貞了 国際奉仕委員長

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－1－

＊＊＊ 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 1262 回例会報告 （1 月 11 日）
■司会進行

SAA 大石 会員

■ロータリー・ソング

SAA 井内 会員

■来賓紹介

SAA 井内 会員

会 友
米山奨学生

■出席者報告
第 1262 回例会

宮崎 信夫 様
楊 仲 軒 君

SAA 大石 会員
2012 年 1 月 11 日

会員数 37 名
出席数 25 名

出席率 75.68％
欠席数 9 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1261 回例会（12/21）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 78.38%
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■会長の時間

会長

中川 建司
2012.1.11

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、鋳方会員、生尾会員、北野会員、
谷口（光）会員、久富会員、松川会員、村木会員、
村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

11,000 円
101,000 円

ボ

ッ

ク

ス

鋳方会員、生尾会員、北野会員、谷口（光）会員、
松川会員、村木会員、村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

9,000 円
100,000 円

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願いします。
年末年始、少しは本も読もうと思っていましたが、相変わら
ニ コ ニ コ 箱
報
告
ずだらだらと過ごしてしまいました。
お正月のテレビを見ていましても、暗いニュースが多い ■SAA
田中 会員
なかで、なでしこジャパンの特番だけは気持ちよく見ること
ができました。優勝したワールドカップの全試合を放送して
中川会長 明けましておめでとうございます。本
おりほとんどの試合を見ましたが、勝つとはわかっていても
年も宜しくお願いします。
はらはらするものです。
村角幹事 本年も宜しくお願い致します。
皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。
鋳方会員 明けましておめでとうございます。昨
今年は、我が国においては、「大震災からの復興と原子
年は喪中で年賀状を失礼させて戴き
力の問題」、「社会保障と税の一体改革」と「消費税」の問
ました。本年もどうぞ宜しくお願い致
題、大阪では「平成維新の会」による大改革がなるかという
します。
ところです。
生尾会員 新年あけましておめでとうございま
海外では、アメリカの大統領選挙はどうなるのか。その結
す。
果が世界に及ぼす影響は、そして注目のヨーロッパの経
稲田会員
おめでとうございます。
済問題。話題にはことかかかない一年になりそうです。
北野会員 新年明けましておめでとうございます。
本当に沢山のテーマに我々は注意を払わないといけな
平凡が一番という事に気づきました。
いことになりそうですが、私自身はそこそここれらの問題を
意識をしながら、昨年に引き続き「変わらないもの」探しを
田中会員 明けましておめでとうございます。本
していきたいと考えています。例えば、朝の連ドラ「カーネ
年も宜しくお願いします。
ーション」に出てくる「だんじり祭り」。今でも岸和田出身の
谷口（光）会員 明けましておめでとうございます。
人の中には祭りの日には仕事を休んで祭りに参加すると
本年も宜しくお願いします。
いう人が沢山います。担い手がいなくなり祭りを継続してい
花原会員 明けましておめでとうございます。本
けなくなった地域も沢山あると聞きますが、もう一度地域
年もよろしく！
（コミュニティ）というのを見直して行くいい機会かもしれま
久富会員 いっぱい笑って、感謝して、今年も一
せん。
年健やかに。本年もよろしくお願いし
ます。
松川会員 あけましておめでとうございます。一
■東日本大震災義援金報告
１月 １１日 ５，０００円
人でも多くの会員が増えます様に。
松本（圭）会員 皆様、あけましておめでとうござい
ます。本年もよろしくお願い致しま
す。
村木会員 明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願いします。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－2－
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安井会員
山本会員

新年を迎えて。
お蔭で新年を迎えることが出来ました。
今年も、元気に過ごしたいと気を配り
ますので、ご指導の程、よろしくお願
いします。

遽欠席となり、申しわけありません。実は、去年の暮れの
19 日から入院し、先週末に退院しました。腰椎のすべり症
で、21 日に手術をしてもらって年明けに抜糸し、順調に回
復してきて早めに退院できたのですが、昨日から仕事を始
めたのは良いのですが、無理をして痛みが走り、少し動け
ない状態です。車の運転もできず、5 分間隔で休憩を取り、
■幹事報告
幹事 村角 末義 杖をついて歩いています。
およそ 3 ヶ月は杖を放さないほうが良い、と言われ、今ま
１．新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろ で無理をしてきたツケと思い、早く直るためにあせらず過そ
しくお願い申し上げます。
うと思っております。
２．IM 第６組のインターシティ―ミーティングが３月１０日
新年度についてですが、ロータリークラブは全てについ
（土）ホテルグランビアにおきまして開催されます。ホスト て楽しまなければならないと思います。楽しみ方もいろい
クラブの淀川 RC よりパンフレットが届きましたので、皆様 ろとは思いますが、前向きに楽しんでこそ、ロータリークラ
のメールボックスに入れております。大勢のご参加をお ブです。そのことを見据え、奉仕活動を進めて行きたいと
願いします。出欠は本日より回覧します。尚、次週１８日、 思います。もちろん今年度の中川会長の事業を継承し、ま
淀川 RC よりお二人 PR に来られます。
た発展させていこうと思いますので、会員の皆様にはどう
３．市民日報の新年号に恒例の新年のあいさつを掲載し ぞご協力頂きます様よろしくお願い申し上げます。
ております。コピーをメールボックスに入れておきまし
た。
４．１月２０日（金）に新年会を行います。会員、ご家族、ご
友人などどなたでも参加して頂けます。出欠をご記入く
ださい。
５．豊中南 RC より例会変更・休会のお知らせ、大阪なにわ
RC より事務局の建物名称についての連絡が届いており
ます。詳細は事務局にお尋ねください。

卓

話

「年始あいさつ」
片岡重裕 会長エレクト
（代読：中川会長）
新年明けましておめでとうございます。去年を踏まえ、
今年こそはよい年になりますよう願っております。
本日は出席して皆様にお伝えしたい年頭の挨拶を、急
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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旧社地と境内後方の山中にある巨石は今のところ未確
認であり、後日訪れる予定にしている。その時には「番外
編」として報告したいと思う。

大和 式内社巡り
生駒編⑦
古代を学ぶ会
１３．船山神社（ふなやまのじんじゃ）
祭神：船山神 天兒屋根命

《本殿の覆屋と立派な陽石（右側）》

《階段を３８段登ると本殿と社務所がある。》

奈良県生駒郡平群町三里に鎮座する。近鉄生駒線「平
群駅」より東へ８００ｍのところ、宮山と称する山の中腹に位
置する。
字名の三里は、明治１０年、岩井・安明寺・中之宮の三
村が合併したものである。「平群町史」によれば、岩井に
「八幡神社」、安明寺に「船上神社」、中之宮に「船山神
社」が別々に祀られていたが、大正３年、「船上神社」は
「船山神社」に合祀され、「船上神社」は廃されたという。氏
子の伝承によると、かつては宮山頂上にあった二つの鯰
石と一つの船石を拝んでいた。（これが船上神社とされ
る。）明治初年に「船山神社」に合併されたという。また、現
在地はもと安明寺村の氏神であった「春日神社」の境内地
であり、ここに大正４年中之宮村の氏神である「船山神社」
を合祀したということである。
要するに、安明寺村には宮山頂上に「船上神社」、中腹
に「春日神社」が祀られていた。頂上の「船上神社」は、中
之宮村の氏神である式内社「船山神社」に合祀された。そ
の後、「船山神社」は安明寺村の「春日神社」に合祀され
現在に至る、ということになろうか。
社頭掲示板によると、旧社地は現在地の東南 200m の
東光寺東側にあり、境内後方の矢田丘陵八合目付近には
丸木船状の３つの巨石があり、神が乗って地上に下ってき
た船石として信仰されてきた。この３石については「神祇資
料」にもみえる。磐座信仰を伝える古社であり、拝殿横に
は立派な陽石が旧社地から移されている、という内容の事
が書かれてあった。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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《左上：真ん中が船山神、右が天照皇大神、左が天兒屋根命を祀
る。》《右下：船石を模った手水鉢》

１４．久度神社（くとのじんじゃ）
祭神：品陀和気命 天児屋命 底筒男命 久度神
（神社による祭神）
久度大神 かまどの神・火の元の神
八幡大神 寿命、幸運の神
住吉大神 水運交通の神
春日大神 子孫繁栄の神
当社は京都市北区にある式内社「平野神社」（延喜式で
は「平野祭神四社」）のなかの「久度神」の元社であるとさ
れている。「平野祭神四社」は平安遷都に際し、桓武天皇
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が命じて平城京に祀られていた四座を勧請したものである。
こちらは延喜式に於いて名神大社として、月次・新嘗の奉
幣に預かったが、元の社である「久度神社」は小社として
名を連ねるのみであった。

《拝殿》

《例祭の準備が始まっていた。（１０月２５，２６日が例祭）》

奈良県北葛城郡王寺町久度に鎮座する。現在、生駒
編では、延喜式の「平群郡」「広瀬郡」に属する式内社１９
社を紹介している最中であるが、「久度神社」は「平群郡」
の１２社のうちの１社である。当社の立地は平群、広瀬、葛
下の境界あたりで、中世には広瀬郡に、江戸時代には葛
下郡に属していた。これは、当社のすぐ北西を流れる大和
川と、少し離れた南側を流れる葛下川の流れの変化に伴
うものだったと言われている。
祭神の「久度神」については、京都で台所の事を「お久
度さん」というように、「平野神社」の「久度神」は竈の神とし
て祀られており、当社も同様とする説、或いは物部氏族の
久努（くど）氏、久奴（くど）氏の祖神とする説などがある。
以下、社頭掲示板より転記する。
久度神社は延喜式内の古社で、その創始の年代は古く、
奈良町以前のものであり、第５０代桓武天皇の延暦２年に
は特に官社に列せられ、従五位下という神位を賜ったこと
が続日本紀に載っています。その後毎年朝廷から幣帛を
捧げられ、官祭に預かっていましたが、延暦１３年の平安
遷都に際し、久度の神をはじめ平素から信仰のあつかっ
た二・三の神々を皇居の近くに移されて、新しく建てられた
のが、京都の平野神社であり、その第二座が久度の神で
あります。
その後約一二〇〇年の間、当久度神社は八幡大神等を
お祀りし、氏神として時により多少の興廃はありましたが昭
和１７年橿原神宮の古殿をもらって拝殿・瑞垣・中門等の
造営によって面目を一新し、また昭和４３年４月１０日には
平野神社からはるばる久度の神をお迎えし、４４年４月１０
日本殿造営完工によって基の神御座である久度の社にお
祀りできましたことはこの古い由緒とともに郷土の誇りであ
ります。
昭和４８年１０月吉祥日
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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《流造銅板葺四間社の本殿》
久度神社・片岡神社（１１６７号記事掲載）

※船山神社の地図は前号（１２５８号）をご覧下さい。
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福島市長、福島教育委員会より、被災小学生への
辞書贈呈に対し、感謝状が届きました。

次回のプログラム

第 1264 回例会／2012 年 1 月 25 日
◆挨

拶
「ニーハオ 你好」 （中国語）

◆ロータリーソング 「R-O-T-A-R-Y」」
◆卓

話
クラブアッセンブリー
半期事業報告
各委員会委員長

本日のメニュー
アメリカ風の蛤のスープ
オマールのロティー エテュヴェ野菜添え
パンとバター
アイスクリーム
珈琲

＊＊＊ 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
１

２

曜日

予定

時間他

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

２０

金

新年会

２５

水

第１２６４回 例会 クラブアッセンブリー 半期事業報告

２９

日

第２５回 健康家族の会 「小谷山雪山ハイク」

１

水

第１２６５回 例会 第７回クラブフォーラム「社会奉仕委員会」 １３：３０～ 定例理事会

８

水

第１２６６回 例会 メンバー卓話 森田会員

於

大阪北新地 たらふく北新地店

１９：００～
８：００ 松尾歯科医院集合

イラスト提供：☆素材通り☆・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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