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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
Date 2012.2.1
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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 1264 回例会報告 （1 月 25 日）

＜本日のプログラム＞
第 1265 回例会／2012 年 2 月 1 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」

国歌斉唱 「君が代」
君が代は
千代に 八千代に
さざれ石の いはほとなりて
苔のむすまで
卓

■司会進行

SAA 大石 会員

■ロータリー・ソング

SAA 吉田 会員

■来賓紹介

SAA 吉田 会員

会
会

友
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■出席者報告
第 1264 回例会

宮崎 信夫 様
辻本 嘉助 様

SAA 大石 会員
2012 年 1 月 25 日

会員数 37 名
出席数 25 名

出席率 78.38％
欠席数 8 名

出席免除会員欠席数 4 名

話
「日々、元気で健康になるには」
小林 平 様
（森田会員担当）

「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 1263 回例会（1/18）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 81.08%
1/14 松本（正）会員
1/29 田中会員
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新大阪ロータリークラブ
■会長の時間

会長

中川 建司
2012.1.25

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

米

山

2,000 円
106,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

中川会長と１月１８日誕生日の池田会員

2,000 円
105,000 円

報

告

（お祝が遅くなり申し訳ありませんでした。）

■SAA

田中 会員

東日本大震災以降、新大阪ワシントンホテルプラザ従
飯原会員 花束を見て思い出す 妻の誕生日。
業員として何か出来ることはないかと考え、従業員内で義
遠藤会員 あけましておめでとうございます。遅く
援金を募り、赤十字を通じて義援金を送ってきました。
なりましたがご挨拶申し上げます。
もちろん義援金が有効活用されていることは十分に解って
田中会員 先週の例会欠席のおわびです。
いますが、相手の顔を見た何か形のあるものを送ることが
横山会員 遅くなりましたが、本年度初例会です
出来ないか、という意見が出てきました。
あけましておめでとうございます。
そこで、ロータリークラブで夏祭り等で親交がある、大阪
府立整肢学院にケーキをお送りしてはどうかということを発
案しました。
副幹事 松本 正
生尾会員より、後藤先生をご紹介いただき、昨年１２月２ ■幹事報告
４日にホワイトクリスマスケーキを２５個お届けしました。
子供達や職員様にも喜んでいただき、ささやかなクリス １．３月３日（土）に座禅の会を京都銀閣寺にて開催します。
集合は１８時です。詳細は後日お知らせしますので、とり
マスプレゼントとなりました。
あえず参加ご希望をお尋ねします。回覧しますので、ご
記入をお願いします。尚、先立って２月２２日の例会
新大阪ワシントンホテルプラザ
で、松田雅治氏（松本正会員紹介）に座禅の作法を教
高窪 淳
えていただきます。
２．毎年恒例の淀輪会の案内が届きました。今回は大阪淀
川ＲＣが主幹です。日程は４月３０日（月・振り替え休日）、
場所は鳴尾ゴルフ倶楽部です。たくさんのご参加をお
願いします。申込書にご記入ください。
３．毎月最終例会にて、来月の予定表を皆様にお配りして
おりますが、２月の予定につきましては、例会の内容、
行事の詳細が未定となっているものが多数ありますので、
次回２月１日の例会でお配りします。とりあえず、週報最
終ページの予定表をご覧ください。
■東日本大震災義援金報告

１月 ２５日 １１，０００円

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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ハイク」
１１、 12/3 新大阪 RC 家族会 於：リーガロイヤル大阪
１２、 12/11 金比羅大作戦⑧網干→坂越
１３、 1/15 金比羅大作戦⑨坂越→伊里
１４、 1/20 新年会「第 2 回グルメの会」ふぐ三昧 於：た
らふく本店

話

「クラブアッセンブリー 半期事業報告」
■クラブ運営委員会

横山 洋一郎 委員長

以上、親睦委員提案企画によって、運営してきました。
まず最初に、昨年度は、私事情でほとんど出来ず、各小 「より楽しく、新大阪ロータリークラブをより好きになる」一助
委員会の皆さん、また、幹事の村角さんには大変ご迷惑 になればと考えます。今後ともご協力をお願いします。
をおかけしたことを、お詫びいたします。
今年度のクラブ運営に関しましては、まず、新たな試み 今年度の活動方針
としまして、外部参加型のオープン例会を実施いたしま
親睦委員会活動の使命とします。より楽しく、新大阪ロー
した、今年度も２月と３月の例会で行い、会員増強に繋 タリークラブをより好きになることが組織を強化することにな
がればと考えております。
ります。増強と同時に、内部の結束をより強固にしていきま
また、革新性と柔軟性のあるロータリークラブ試験的プ しょう。
ログラムのモデル検討については、中川会長を先頭に
会員の諸事情による休会対策等、当クラブ独自の政 具体的な活動
策等を検討してまいりました、これからも参加しやすいロ １、 炉辺談話
ータリーになるような政策を考えてゆきたいと思っており ２、 家族旅行
ます。
３、 年忘れ家族会（12/3）
会報につきましては、残念なことに、浜委員長がお体 ４、 健康家族の会
の不調にて退会されましたが、会報委員会の皆様と事 ５、 金毘羅参り大作戦（第②日曜日）
務局の富田さんのおかげで、毎週楽しい内容になって ６、 新入会歓迎会・新旧会長幹事慰労会
いると思っております。
７、 チャリテーゴルフ会
最後に、ロータリーライフを楽しみ、クラブが大好きにな
るようなプロジェクトに関しましては、親睦活動小委員会 ■会報小委員会
村木 茂 委員
の久富会長はじめ、委員会の皆様のおかげで、充実し
た活動を行っていただけたと思っております、今年度も
今から１０００年以上前にあった全国の神社の内、特に
歩こう会、健康家族の会、食事会、ゴルフ会等盛りだくさ 格式の高い神社が平安時代（１０世紀）の書物である延喜
んの行事を企画されておりますので、会員全員参加の 式に記載されており、それらの神社のことを式内社と言い
行事を目指してがんばってまいりますので、皆様の参加 ます。現在、週報に掲載しているものは、これらの式内社
をよろしくお願いいたします。
の内、奈良にある２１６神社（論社を含めると約２６０神社）
です。
■ 親睦活動小委員会
久富 義郎 委員長
■ＳＡＡ
吉田 正則 主ＳＡＡ
会員相互のコミュニケーションの場を瀕回に作ることを目
標に活動してきた。
今年度より例会前に軽い歌体操を取り入れてみました。
時系列に列挙してみる。
当初皆さんがどれ位体を動かされるか心配もしていました
１、 7/3 「第一回グルメの会」・・・ハモ.クエ美食ざんま が、全員が一生懸命取り組んでおられる姿に感銘し、次の
い（和歌山）
バージョンを考えています。
２、 7/14～16 健康家族の会「第 22 回 八ヶ岳 夏山登
又新しい曲に合わせてもう少し違う動きにチャレンジし
山」
て下さい。
３、 7/17 金比羅大作戦④ 塩屋→江井ケ島
４、 7/27.28 インフォーマルミーティング
■広報委員会
生尾 雅美 委員長
５、 8/28 健康家族の会「第 23 回 夏の六甲縦走」
（松本副幹事代読）
６、 9/11 金比羅大作戦⑤江井ケ島→高砂
７、 9/22 親睦委員会 こころ粋 Dining
対外活動としては、地区より推奨の産経関西（ＷＥＢ新聞）
８、 10/2 金比羅大作戦⑥高砂→姫路
の中の「２６６０地区通信」に当クラブの活動報告を掲載す
９、 11/13 金比羅大作戦⑦姫路→網干
る事が出来るが、主だった活動が未だにないので模索中
１０、 11/20 健康家族の会「第 24 回 紅葉のポンポン山 である。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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対内としては、当クラブのホームページを有効利用できる
よう検討したい。
■会員増強小委員会

松本 圭右 委員長

１．開催日
２０１１ ７/２０ ７/２７ ８/3 ８/１７ ８/３１ ９/１４
１０/5 １０/２１
２０１２ １/１８ ２/８
２．メンバー
会員組織委員会
会員増強小委員会

片岡委員長
松本委員長
松川副委員長
飯原委員
吉田委員
花原委員
大石委員
櫻井委員
中川会長・村角幹事・横山副会長
生尾アドバイザー・高窪アドバイザー

ついて話し合いをし、来てもらった知人、ご友人にアプ
ローチをしようという事になりました。
これからも大事な会員増強に向けて委員会は開いて
いきます。次回は２/８開催予定です。
■情報規定小委員会

松川 雅典 委員長

今日まで実施したことは次の通りです。
２００７年に全面的に改定されたクラブ細則について次の
事項の検討を行い改正する。
①例外的な会員資格の新設
②新設された委員会の設置
今後実施する予定は次のとおりです。
新大阪ロータリークラブの定款の作成
■社会奉仕委員会

北野 克美 委員長

１）東日本大震災の支援について地区委員会に対し
当クラブでは、被災地ロータリークラブに対して行ってい
る支援について福島中央ロータリークラブを通じて、被災
児童に辞書を贈る事を報告した。
当初は通学のための自転車を援助（７０台 １００万円）す
３．下新庄小学校 ＰＴＡ広報 コラムより
る計画であったが、事業規模で折り合わなくて、辞書を贈
区民まつりでのお話
ることになった。福島中央ロータリークラブの会員と、当時
９/１８（日）、区民まつりでのお話です。出店ブースの一 の当クラブの会長エレクトとが面識があり。五月４日社会福
角でロータリークラブさんが盲導犬の募金活動を行って 祉委員長 と会長エレクトが、現地で面談し、この計画を
いました。そこに小学校５年生の女子児童がやってきて、 MG で進めることに合意した。以後この件に関しては、中川
「私達にもお手伝いさせて下さい。」と申し出たそうです。 会長が中心になって進めている。
ロータリークラブのメンバーの方より後日、お礼の言葉を ２）７月３０日１７名が大阪整枝学院の夏祭りに参加した。
いただきました。「ありがとう」ってココロがあったかくなる 色々な状況が考えられ、厳しい環境の中でも、後藤先生
ね♡
に代表される学院諸氏の穏やかな表情、対応に触れ。今
後とも継続的な協力を約束し、心新たに奉仕活動に取り
４． ローラー作戦で「新大阪セントラルタワー」各テナント 組む思いであった。今後より一層の参加人員が望まれる。
６５社のうち４１社に個別企業概要表や会員の名刺を作 午後五時より JC も交えて約２時間反省会を持ち散会し
成し、手分けして訪問致しました。
た。なお夏祭り用物品の購入費として￥５９，７７０.－社会
そして次の例会時のオープン卓話を無料で昼食をし 奉仕委員会費より支出した。
てもらいながら聞いてもらいました。
３）９月１８日２８名の参加で、心配されていた天気にも恵ま
８/２４ 高嶋哲夫様 「地震・津波・原発」
れ、東淀川区民祭りは盛況の内に総売り上げ￥２４５，９２
１０/２６ 川田元様 「民間電報サービス業について」 ２.－に達しました。経費等を差し引き「日本ライトハウス」に
１２/２１ 中尾巧様 「法務検察こぼれ話」
￥２１４，０９７．－を寄付できた。会員諸氏の物心両面の
立派な卓話をしてもらいましたが、残念乍ら、ローラー 支援に感謝し、また下新庄小学校の生徒の協力というハ
作戦によるテナント会社の方は来会されませんでした。 プニングも加味され募金活動はより恵まれたと考えていま
よって勧誘も出来ませんでした。
す。今後とも継続的な活動に対してのマニュアル化も必要
力及ばずでした。申し訳ございません。
かと考えますし、今後より一層の参加人員が望まれる。午
しかし、花原さんご紹介の田中さん
後五時より約２時間反省会を持ち散会した。
生尾さんご紹介の池田さん
４）５月に社会奉仕最後の予定、防犯カバー配布がある。
松本正さんご紹介の入会候補の松田さん
と個人とのつながりで入ってもらっています。よりまして、
今後共会員のお一人お一人が常に意識してもらいたい
とお願い申し上げます。
２０１２．１/１８の増強委員会において、今後の活動に
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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■環境保全小委員会

森田 智博 委員長 ■友好クラブ小委員会

環境保全は継続して行わなければいけない重要な課題
です。
上期は、色々リサーチしておりましたが、新大阪ロータリ
ー内では実践できても継続して行う事が難しい案件もあり
ますので、市役所や、環境保全に関係する NPO 法人など
を調べ、そちらの行事に参加し、環境保全に努めていきた
いと思います。
参加しやすい場所・日時などを選定中ですので、是非ご
参加くださいますよう、後日ご案内いたします。

谷口 光夫 委員長

友好クラブの上期の活動は次のとおりです。
・ 台北中興ＲＣの２０周年記念大会に参加するべく、先
方との日程の調整を図り、 ３月１５日（木）に台北の君
悦飯店（グランドハイアット台北）に決定した。
・ 上記式典に親睦委員会、国際奉仕委員会と共同で参
加することに決定した。
・ 当日の余興として、メンバー全員による合唱「你是我
的兄弟」を歌うことに決定した。

■新世代奉仕委員会・青少年小委員会
大石 博雄 委員長
半年間、新しい委員会ですので情報を集めたり、他クラ
ブのローターアクトの担当者との会話に努めております。
後半はクラブとしてどう取り組んでいくのかその方向性を
見極めたく存じます。

■国際奉仕委員会・ＷＣＳ小委員会
鋳方 貞了 委員長
１、GSE（IM６組）受入れの件
（１）スリランカから５名受入れ
新大阪ロータリークラブは団長のパブデュ デ ゾイヤさ
んを１１月２０日～２５日まで受入れ
（２）片岡さんにホストファミリーを引き受けていただいた。
（３）１１月２２日夜、親睦パーティを開催（スリランカ料理）
２、台北中興ロータリークラブの２０周年記念式典に参加す
る。
（１）３月１５日(木)～１８日（日）まで新大阪ロータリークラ
ブから台北中興ロータリークラブの２０周年記念式典に
親睦旅行もかねて参加する。
出来るだけ多くのメンバー・ご家族の参加をお願いした
い。
■ロータリー財団小委員会

遠藤 義彦 委員長

財団のセミナーに出席してまいりました。
ロータリーが目指す奉仕の精神を具現すべく、また財団
の手法改革のために「新地区補助金」と「グローバル補助
金」の２種類が提案され、次年度からの活用が目指されて
います。この制度改革に対して、我々のクラブが如何に奉
仕のための事業に取り組むか、会長、理事の皆様のご指
導を得て、お手伝い致したいと存じます。

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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※撮影不備により、写真が掲載されていない会員もおられます。
お詫び申し上げます。（会報委員会）
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例えば、乱暴者、悪役としてのスサノオの行い、スサノオの
八岐大蛇退治、大国主神の稲羽の素兎などの有名な記
大和 式内社巡り
紀の記載は風土記にはなく、逆に、記紀と異なる国産神話
生駒編⑨
をあえて記載しているのです。ここから中央に対して反抗
的とまでは言えないまでも、盲目的には従属しないという
古代を学ぶ会
出雲国の誇りが感じられますね。
出雲国は伯耆の国と石見国に挟まれた島根県の東側の
古代を学ぶ会 村木 茂
地域、現在で言えば、島根県の出雲市、雲南市からの東
側一帯ということです。
１６．櫛玉比女命神社（くしたまひめのみことじんじゃ）
出雲国は、意宇川周辺を中心とし、東は安来、西は現在 祭神：櫛玉比女命
の玉造温泉のあたりの東部の地域と、斐伊川下流の、今
の出雲大社附近を中心とする西部の地域との二つに大別
することができます。
出雲国風土記中に、八束水臣津野命（やつかみずおみ
つののみこと）という出雲の神様が、狭い布のような出雲国
を大きくしようと新羅等４つの地域から土地を引いてきて縫
い合わせて立派な国にしたという国引き神話が記載されて
いますが、その場所は東部です。
また、出雲大社が有名ですが、出雲大社と同じぐらい、
あるいはそれ以上に古くて重要と思われる能野大社や神
魂（かもす）神社があります。それらは、いずれも東部で
す。
さらに、この東部は、日本で最も多くの方形墳（前方後方
墳も含みます）が集中してつくられたところなのです。この
《南北に流れる葛城川に面した赤鳥居が青空に映える。》
ような方形墳を造るということは、当然、この地に有力な首
長が生まれたということです。
奈良県北葛城郡広陵町弁財天に鎮座する。高田川と
以上から、東部には、早くから西部と異なった特色を有
葛城川に挟まれた地域で、境内地全体が前方後円墳にな
する独自の勢力が存在していたと言えると思います。
しかし、記紀は、前回お話ししたようにこの東部について、 っている。その後円部上に本殿が設けられていて、古墳信
ほとんど触れていません。どうしてでしょうか。古事記は７１ 仰に基づく古代祭祀遺跡として注目されている。
当社より７．５ｋｍほど北方に「矢田坐久志玉比古命神
２年、日本書紀は７２０年に、いずれも中央の貴族の手で
つくられております。その目的は、その当時の天皇や古代 社」（週報１２２４号 奈良市内・大和郡山編⑩掲載）や、明
貴族の祖先を称えるためであり、東部の神話が、この目的 日香村に「櫛玉命神社」（週報１１７２号 明日香編③掲載）
と矛盾したり、あるいは不用であったためかも知れません があり、これらの男神に対する姫神を祀る神社としての
鎮座も考えられるが根拠はない。
ね。
確かに、イザナギ、イザナミの国産神話と八束水臣津野
命のそれとは明らかに矛盾します。
神話とは、本来、広く民衆の間に伝えられ、信じられてき
た物語のはずですが、このように、記紀の神話が作者の都
合により一部改作されているとするならば、記紀神話は、も
はや神話とは言えないのではないかとする考えや、記紀の
出雲に関する神話を出雲系神話と呼び、風土記の神話を
それと区別して出雲神話と呼ぶべきではないかとする考え
が出てきております。
風土記は、山川原野や地名の由来や古老の言い伝え等
について報告するようにとの元明天皇の命令に従い、全
国６０数カ国からそれぞれ提出されております。出雲国風
土記は、記紀に遅れ７３３年に神宅臣金太理（みやけのお
みかなたり）が編集したと言われています。この風土記に
は、記紀に記載されている神話を記載しなかったり、逆に
記紀にない神話を記載するということが多々見られます。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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《切妻造瓦葺の割拝殿》
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祭神の「櫛玉比女命」は「大日本史」において饒速日命 ☆前号（１２６４号）掲載「廣瀬神社」の写真続き
の妃の御炊屋姫とされている。しかし地元では当社を「弁
財天さん」と呼んでいるそうである。前回「廣瀬神社」の項
でも述べたが、恐らく一時、廣瀬神社に勧請されその存在
がなくなっていた可能性があり、それを地名が物語ってい
るのではないかとも思う。「弁財天」は「厳島神社」のことで、
かつて当社が「厳島神社」として信仰されていた証である。
現在も社務所兼宮司宅の邸内社として祀られている。
当古墳の周囲には環濠跡が残っている。周辺は大古墳
群が多数みられるところから、古代人が集落を形成し栄え
ていた地域であることが推測される。

《上：拝殿

下：本殿》

廣瀬神社・櫛玉比女命神社・讃岐神社（次回以降掲載予定）

《前方後円墳の前方部分上に建つ本殿は春日造。》

《赤鳥居の額の拡大》

「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
TOM-YUM-KUNG
(世界三大スープのひとつ
トムヤムクンは情熱的美味)
寒冷の美味･･･ビーフシチューで笑顔
デセール･･･フルーツ盛り合わせ
パンとバター
コーヒー

次週のプログラム

第 1266 回例会／2012 年 2 月 8 日
◆挨

拶
「リーホー 汝好」 （台湾語）

◆ロータリーソング 「理想に燃えて」
◆卓 話
第７回クラブフォーラム
社会奉仕委員会
北野 克美 社会奉仕委員長

２月のバースデーロータリアン
２月 ９日
２月１１日
２月２０日
２月２４日
２月２７日

小林会員
菅本会員
田中会員
安井会員
片岡会員

＊＊＊ 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
２

曜日

予定

時間他

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

集合等は後日連絡します。

１５

水

第１２６７回 例会 公開卓話 「若者と作るこれからの日本」

大石 博雄 会員

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

２９

水

例会休会

（バス旅行になりました。）

１４：００まで

イラスト提供： 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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