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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

＊＊＊ 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 1263 回例会報告 （1 月 18 日）

＜本日のプログラム＞
第 1264 回例会／2012 年 1 月 25 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
クラブアッセンブリー
「半期事業報告」
各委員会委員長

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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■司会進行

SAA 花原 会員

■ロータリー・ソング

SAA 井内 会員

■来賓紹介

SAA 井内 会員

大阪淀川ＲＣ
大阪淀川ＲＣ

■出席者報告
第 1263 回例会

大薮 芳教 様
川合 雄治 様

SAA 花原 会員
2012 年 1 月 18 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 1262 回例会（1/11）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 86.49%
1/15 松本（正）会員
1/20 片岡会員
1/20 横山会員

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
2012.1.18

■東日本大震災義援金報告

１月 １８日 ３，０００円

今月は「ロータリー理解推進月刊」です。
ロータリーの友１月号に昨年１１月２４日から２６日の三
日間大阪国際会議場で開催された「第４０回ロータリー研
究会」の記事が掲載されていたのでご紹介します。
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
ロータリー研究会の参加者はガバナー、パスト・ガバ
飯原会員、片岡会員、山本会員
ナーを対象として行われますが、今回は２６６０地区内の会
員には特別の出席を許されたものです。
本日の合計
3,000 円
カルヤン・バネルジー会長は「ロータリーを緑化しよう」
今年度累計
104,000
円
と述べられました。
木が成長するようにロータリーも枝を伸ばし成長しなけ
ればならないと言う意味です。
米
山
ボ ッ ク ス
成長の方法として、まず「若い人たちにとって魅力ある
ロータリー」にしようというテーマを掲げています。
飯原会員、片岡会員、山本会員
今の若い人たちは多忙で、昼食のための数時間を得
ることが困難です。彼らは自分が例会に出たときに『何を
本日の合計
3,000 円
得られるのか』『有意義な時間を過ごせるのか』と考えるは
今年度累計
103,000
円
ずです。彼らが有意義な時間を過ごし、生活がさらに充実
するようなものを与えるべきであると会長は説かれています。
つまり、いつも言われる「例会に出席して楽しく、そして新
ニ コ ニ コ 箱
報
告
しい出会いや知識を得る事ができるようなクラブ」というもの
■SAA
田中 会員
を明確にしようということでしょう。
また、ロータリー活動の経費の見直しにも触れ、高い
大阪淀川ＲＣ 川合 雄治 様
食事をして例会を開く必要があるのかという疑問を投げか
本年度、ＩＭ６組担当の大阪淀川ＲＣ
けています。
です。皆様お忙しいと存じますが、ご
例示として、大学の食堂を使うとか、または食事は提
参加の程宜しくお願い致します。
供せず、お茶だけにすることもできるし、食事を任意にして
片岡会員 前回、前々回の欠席をお詫び申し上
食べる人だけがお金を支払うという方法もあると提案され
げます。また、明けましておめでとうご
ています。インドではその方法をとっており、新会員が入る
ざいます。心配をおかけしました。
のにバリアーがなく、韓国や台湾でも同じような方法を採
用し会員が増えているそうです。日本でもこれを検討する
■幹事報告
幹事 村角 末義
価値があるのかもしれません。
また、日本より経済状況が悪いイタリアでも会員は増え
１．先週１月１１日に行われました定例理事会の議事録をメ
ています。イタリアでは人頭分担金しか負担しない方法を
ールボックスへ入れておきました。ご確認ください。
採用しているとのことです。
２．IM
第６組のインターシティ―ミーティングが３月１０日
我がクラブで以上のような方法をすぐさま採用できると
（土）ホテルグランビアにおきまして開催されます。本日
は思えませんが、若い方が入会しやすくするためには
再度出欠を回しますので未記入の方はご記入をお願い
様々な方法を検討する必要がありそうです。
します。
３．ロータリー日本財団より、寄附金に関する税制度の説
明文書が届いておりますので、お配りしております。申
告の際参考になさってください。
４．大阪北梅田 RC より例会変更のお知らせが届いており
ます。詳細は事務局にお尋ねください。
５．牡蠣を食べる会の出欠の件。

3/10（土）開催のＩＭのＰＲにお越しいただいた、
大阪淀川ＲＣ大薮様（左）と川合様（右）。
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博愛を広げるために」
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☆優先事項
１、プログラムの簡素化
卓 話
６つの重点分野（主として、発展途上国を対象とした人道
的プログラム）を設定して、この分野に力点を置く
第６回クラブフォーラム
①平和と紛争予防／紛争解決
国際奉仕委員会
②疾病予防と治療
鋳方 貞了 国際奉仕委員長 ③水と衛生設備
④母子の健康
⑤基本的教育と識字率向上
⑥経済と地域社会の発展
２、地区の裁量権の拡大
従来は DDF（地区財団活動資金）の最大２０％が地区の
裁量権の範囲であった
今回はこれを最大５０％に増大。この資金は、地区の設定
した口座に送金されてくるので、裁量権の拡大と共に資金
管理の責任もある
☆ クラブや地区サイドからみた大きな変化
①新地区補助金プロジェクトを実施するには、「計画年度」
と「事業年度」という２年がかりの事業になった。
「第２回地区財団 FVP セミナーに参加して」
新地区補助金プロジェクトは、地元あるいは海外の小規模
ロータリー財団の使命
のニーズに迅速に対応するプロジェクトなので、事業その
「健康状態の改善、教育への支援、貧困の救済、更には ものは単年度で終了するとしても、新地区補助金の申請
平和の達成」
が「一括申請」であり、追加申請は認められない。また、申
請したプロジェクトに変更があるときは、説得力のある説明
ロータリー財団創設第二世紀に向けて財団のプログラムが が必要なので、計画年度に内容を十分検討しておく必要
大きく変更になった
がある。
未来の夢計画（Future Vision Plan）

②グローバル補助金プロジェクトにおいても、複数年度に
またがる事業になりうる。
☆ 目的
グローバル補助金は「持続可能性」が要求されるので、
１、財団の使命に沿って、プログラムと運営を簡素化するこ 元々単年度では終了しない息の長い事業ですが、「提案
と
書」と「申請書」の二段階の審査になった。
２、ロータリアンが関心を寄せている世界の優先的ニーズ 財団の第二世紀はポリオを撲滅し、ロータリー平和フェロ
に取り組むことで、最大の成果が期待できるロータリアンの ーシッププログラムを充実させ、６つの重点分野でロータリ
奉仕活動に焦点を絞ること
ーが実績を上げる世紀としたい。
３、世界的目標と地元の目標の両方を果たすための資金
を提供すること
４、意思決定権をさらに地区とクラブに移行することで、地
区レベルとクラブレベルでロータリー財団が自分達のもの
であるという自覚を高めること
５、ロータリー財団の活動に対する理解を深め、ロータリー
の公共イメージを高めること
「ロータリー財団の使命に沿って、世界の優先的なニーズ
に取り組み、最大の成果をもたらす」
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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陽自動車道「備前インター」から岡山に向かう「ブルーハイ
ウエーの備前インター」を横目にもう少しと元気を出し小走
り。電車は「伊里」発 17：22。 これに乗り遅れると 1 時間は
電車が来そうにない。北野さんは足のつめが割れて痛そう
だが、少しの同情、励ましの言葉のみ。17：18 に到着。大
急ぎで記念写真のあとそのまま乗車。無人駅なのが時間
に余裕をくれました。この電車で「播州赤穂」まで行き新快
速に乗り換え、「坂越」で松本正さんは車で、帰路に。今日
のお風呂はなし。帰っても夕食のない 5 人組は三宮に 19：
00 過ぎに下車。松本圭右先生はそのまま大阪まで帰られ
ました。5 人組は居酒屋「樽八」で飲んで食べて一人 2500
円の夕食。21：00 前には解散。JR・阪急・三田行きのバス
に分かれてやっと岐路につきました。長旅ご苦労様でし
た。

「金毘羅大作戦（その９）」
歩こう会報告

金毘羅大作戦第 9 弾（2011.1.15.晴れ）
（坂越→伊里）岡山突入編
「9：38 に JR 坂越駅に集合」「前回と同じ新快速播州
赤穂行き大阪駅 8：00 発に乗ってください」の案内で、坂
越に集合したのは松本圭・中川・鋳方・北野・久富の 5 名。
松本正さんは車で来ると電話が入りほぼ同着。村木さんは
お兄さんがなくなられて欠席。さて宮崎さんはと電話連絡。
英賀保に来ているが電車がなく遅れるとのこと。次の「播州
赤穂駅」で約一時間後に落ち合うことにして、記念写真を
撮り終えて 9：50 には出発。10：30 には宮崎さんと無事に
会えて、日生の「かきおこ」を食すべく、大いに歩く。本当
に今回、赤穂城その他名所旧跡を見るでもなくまじめな歩
く会。いつもこれを奨励している村木さんがいないのはな
んというめぐり合わせか。「天和駅」「備前福江駅」行進は
続くがまだまだ兵庫県。福浦峠を越えて岡山県にはいる。
「寒河駅」まで、ひたすら「お好み焼き」目指して歩くこと 3
時間。さすがに腹が減った。「たまちゃん」など命名の「お
好みや」が何軒かあり、そのなかの、「じゅんちゃん」に 7 人
で陣取る。名産品の「牡蠣」を使ったメニューが並ぶ。まず、
ビール。B 級グルメに出品している｢牡蠣お好み焼き・・・か
きおこ｣「カキいり焼きそば」「カキのソテイ」「大根と牡蠣の
煮込み」津山の名物「ホルモンうどん」などいっぱい注文す
るが、なかなか出てこない。商売の秘訣はまず、子供を黙
らせることというのを聞いたことがある。お好み焼きはできる
のに時間がかかるのでその間に出来合いのつまみで飲ま
せるなりの業の工夫が必要です。そんなことを感じたり、し
ゃべったりで、満腹に。酔いぐあい、腹ぐあいに差はあるが、
次回は平成 24 年 2 月 19 日（日）も大阪駅 8：00 発・三宮 8：
合計 15000 円で皆さんほぼ満足。14：30 には「日生駅」に
むけて出発、程なく到着。「日生病院」「小豆島行きフェリ 23 発の播州赤穂行きの新快速の１-2 両目に乗って「播州赤
ー乗り場」をみながら、次の駅「伊里」まで歩くことに決定。 穂駅」9：42 に集合。あと、乗り継いで「伊里」まで行き 10：30
あと 5 キロほどの計算が意外と遠く、日暮れも近く、途中山 には「西大寺」を目指し出発の予定。
（久富義郎）
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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神である。特に潔斎（慎み深いものだけを食し、行いを慎
み沐浴などで心身を清浄にすること。物忌みともいう。）し、
大和 式内社巡り
職を奉じたことから、古来より大忌神とも称されてきた。
生駒編⑧
相殿神の二神については、延喜式神名帳の同じく「広
瀬郡」に櫛玉比女命神社と穂雷命神社があり、これらを比
古代を学ぶ会
定する説もある。しかし、現在それぞれ別の場所に二社が
１５．廣瀬坐和加宇加売命神社（現社名：廣瀬神社）
存在しており、「式内社調査報告」では元はそれぞれ独立
（ひろせにますわかうかめのみことじんじゃ）
した神社であったものが、何らかの理由によって廣瀬社に
祭神：若宇加能売命
勧請され、それによりおそらく二社は一時姿を消していたと
相殿神：櫛玉命 穂雷命
考えられ、それが後に元の社に再び祀られることとなった
が、広瀬社ではこのまま相殿神として留め置かれたのでは
ないかと推測している。これには神社間の勢力関係が働
いたものであろうとする。
当社の代表的な祭の「大忌祭」は日本書紀にも記され
ており、国の恒例祭として毎年４月４日と７月４日に王臣と
神祇官が使として派遣される祭で、４月は田植えの時期と
して水を祈願、７月は収穫前の災害防止を祈願した。国家
神事として古代より永正年間（１５００年頃）まで続けられ、
その後途絶えたという。この４月の大忌祭は、現在「御田植
祭（砂かけ祭）」と名を変え毎年２月１１日に行われている。
「砂かけ祭」は拝殿前の広場に青竹４本を立てて、しめ縄
を張り田圃に見立てて、田人と牛が出て田植を行う所作を
するときに、参拝者が一斉に砂をかける。田人や牛はそれ
に対し砂をかけ返す。砂を雨に見立てて行うこの祈雨祭は
《廣瀬神社一の鳥居 ３００ｍ参道を進むと二の鳥居がある。》
奇祭として有名である。
代々宮司は樋口氏が務め、本姓曽根連で饒速日命を
奈良県北葛城郡河合町川合に鎮座する。当地は佐保 始祖とする物部氏の末裔であるといい、宮司の自宅には
川、初瀬川、飛鳥川、曾我川、葛城川、高田川などが大和 境外末社の「饒速日命社」を祀っているという。
川に合流する地点で、まさしく川合である。ただ、当社の入
敷地は１万坪近くを有しており、これでも長い年月の間
口付近から、周りを見渡しても小さな川が１本流れている に相当縮小された結果である。神仏習合思想の流行時に
だけで、合流地点は見当たらない。後程地図を見てみると、 は、境内西側に「神宮寺」と「定林寺」もあった。七堂伽藍
合流しているのは神社の入口付近ではなく、奥の本殿の を擁する「定林寺」は聖徳太子４５歳の時の建立と言われ
裏側（北側）に当る方で、参拝するだけでは確認できない ている。参道入り口の南側に定林寺の土壇跡が残ってい
場所であることがわかった。
るということであるが、田畑になっているのでよくわからなか
また、付近は「白山古墳」や「大塚山古墳」、「馬見古墳 った。いずれにしても、往古の社域が広大なものであった
群」などが点在し、古代において一大集落があったと推察 ことが想像される。
される。
当社の創祀は社記によると、 崇神天皇九年（前八九
年）、広瀬の河合の里長に大神の御託宣があり、一夜で沼
地が陸地に変化し橘が数多く生えた（境内には数多くの橘
の木がある。）事が天皇に伝わり、この地に社殿を建て祀ら
れることとなった。日本書紀天武天皇四年四月十日（六七
五年）には、小錦中間人連大蓋を遣わし、大山中曾根連
韓犬を斉主として、大忌神を広瀬の河曲に祭られた事が
記されていて、これが毎年四月四日に行われた大忌祭の
始まりと伝えられる。
祭神については、若宇加能売命を主神とし、相殿に櫛
玉命と穂雷命を祀る。若宇加能売命は豊宇気比売大神
（伊勢外宮）（保食神ともいう）の別名で、山谷の悪水を良
《境内の橘 実の大きさは酢橘と同じぐらい。》
水に変えて水田を守る神、それと同時に河川の氾濫を防
※拝殿・本殿等の写真と地図は次週掲載します。
ぐ神でもある。また、ご存じのとおり天照大神の御膳を掌る
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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新大阪ロータリークラブ

本日のメニュー
ホウレン草の胡麻和え
初カツオの叩き
甘鯛の西京味噌漬け焼き
穴子と大根の煮つけ
牛ヒレステーキ
蟹、壬生菜ご飯
香の物
鰤のかす汁
フルーツ

次回のプログラム

第 1265 回例会／2012 年 2 月 1 日
◆挨

拶
「リーホー 汝好」 （台湾語）

◆国歌斉唱 「君が代」
◆卓

話
森田会員担当

＊＊＊ 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

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」

８：００ 松尾歯科医院集合

１

水

第１２６５回 例会 森田会員担当

１３：３０～ 定例理事会

８

水

第１２６６回 例会 第７回クラブフォーラム「社会奉仕委員会」

１２：１５～増強委員会/１３：３０～絵画クラブ

１１

土

牡蠣を食べる会 播州室津 住江丸にて

詳細未定

１５

水

第１２６７回 例会 公開卓話 １４時まで

タイトル未定

２２

水

第１２６８回 例会 「座禅の作法」・「土壌汚染について」 松田雅治様

３月３日（土）京都銀閣寺にて座禅の会を予定

イラスト提供：bluedaisy （http://bluedaisy.rdy.jp/）・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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