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■ 事務局

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪ワシントンホテルプラザ
TEL:06-6305-1010／FAX:06-6301-2525／E-mail: shin-osaka.rc@m6.dion.ne.jp
■ 例 会 毎週水曜日１２時３０分 新大阪ワシントンホテルプラザ(TEL:06-6303-8111)
■ 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

＊＊＊ 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 1266 回例会報告 （2 月 8 日）

＜本日のプログラム＞
第 1267 回例会／2012 年 2 月 15 日
本日の挨拶
「リーホー 汝好」 （台湾語）
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 「理想に燃えて」
ロータリー ロータリー
理想にもえて
ロータリー ロータリー
心 ひとつに
虹のように美しくひろがるロータリー
ロータリー ロータリー
ともに あゆもう
卓
話
公開卓話
「若者と作るこれからの日本」

■司会進行

SAA 片岡 会員

■ロータリー・ソング

SAA 鋳方 会員

■来賓紹介

SAA 鋳方 会員

会 友
会 友
米山奨学生
■出席者報告
第 1266 回例会
会員数 37 名
出席数 28 名

宮崎 信夫 様
辻本 嘉助 様
楊 仲 軒 君
SAA 片岡 会員
2012 年 2 月 8 日
出席率 83.78％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1265 回例会（2/1）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 83.78%

～これからの国づくりに若者はどう対応しようとしているのか～

大石 博雄 会員

「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
■会長の時間

会長

中川 建司
2012.2.8

２月６日月曜日、「大阪アーバンロータリークラブ」の「加
盟認証状伝達式」に出席してきました。
全国的には昨年京都で「e クラブ」が設立されて以来、２６
６０地区での新クラブ設立は２００７年の「大阪ネクストロー
タリークラブ」以来です。
２６６０地区から約２００名が出席しました。
例会場は「ホテルグランヴィア大阪」で例会日は毎週水
曜日の朝７：３０～８：３０。いわゆるモーニング例会です。ビ
ジターフィーは２５００円です。
事務局員は置かず、事務局は会長の事務所を事務局と
しています。会員数は２７名で、半数がロータリー未経験者
とのことです。
現在の２６６０地区ガバナーが昨年６月に提案され、その
ときの地区広報院長が創立会長に、地区拡大増強委員が
副会長に就任されています。第一回の新クラブ創立準備
委員会を開催してから半年で認証されました。

■東日本大震災義援金報告

２月 8 日 ３，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、田中会員、山本会員

本日の合計
今年度累計

米

山

3,000 円
116,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、田中会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

3,000 円
120,000 円

このクラブの基本方針は５つあります。
１． スポンサーのクラブが付かない
２． 会員の経済的負担コストを既存市内クラブの１／３程
ニ コ ニ コ 箱
報
告
度に下げる。
３． 会員の業務に時間的負担が掛からないモーニング例
■SAA
池田 会員
会
４． クラブ運営と活動は会員主体で行い事務職員を置か
井内会員 前回欠席のお詫び。
ない
松本（正）会員 子供の授業参観のため早退しま
５． 会員間の電子メール網で緊密な連携を保ち、親睦を
す。
深めクラブ活動を推進する
安井会員 誕生日のお祝い有難うございました。
現在のガバナーは今年度の地区方針の中に「ダイナミッ
クな新クラブの結成」を唱えておられましたが、その一環と
してこれからの新しいクラブのあり方を示すものとしてこの
クラブの設立を提案したといわれ、非常に力を入れておら
■幹事報告
幹事 村角 末義
れたようです。
機会があればビジターとして例会に出席されてはいかが
１．先週開催の理事会議事録をメールボックスへ入れてお
でしょうか。
きました。ご確認ください。
２．ニコニコ箱ご協力のお願い。
３．大阪アーバンＲＣより例会変更のお知らせが届きました。
詳細は事務局にお尋ねください。
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第７回クラブフォーラム

話

社会奉仕委員会
北野 克美 社会奉仕委員長

そのような状況の中で、仮設住宅で餅つきをという話が持
ち上がり、２０１１年１２月２８日に餅つきセット一式を納品し
た。２０１２年１月１日より大槌町の仮設住宅で連日餅つき
が開催されている。（仮設住宅は何ヶ所にも散ばっている）
仮設住宅の住民は子供から高齢者まで餅つきを楽しまれ、
正月の気分を味わっていただくことが出来た。今後は、季
節の行事やイベントなどでの活用が計画されており、老若
男女を問わず地域のコミュニケーションづくりの一助となっ
た。と地区基金から２５万円の補助を受けながら、総額８９４，
３９０円とゆう比較的ハード、ソフト両方の成功した部類の
支援の報告であった。
３）大阪リバーサイド RC「女川漁港にフォークリフト２台寄
贈」したという一番多いパターンでした。

本日は社会奉仕委員会のクラブフォーラムと言う事で、し４
日の日に開かれた地区の社会奉仕委員長会議の報告を
させて頂きます。
*当日は、川上委員長はじめ、岡部ガバナー、井上パス
トガバナー、川田財団人道的補助金委員会委員長。と
にかく東日本大震災一色でした。
（つまり日本人の淡白な、政治でも、何でも直ぐ忘れる）、
（少しひつこいぐらいの西洋人をみならいたいものです）
ま、それはとにかくとして、これからも継続していかなけれ
ばならない東北支援を繰り返し要請しておりました。
お手元に他クラブの地区基金申請案件承認状況。と寄付
金受け入れ状況。があると思いますので見て下さい。
そんな中で、震災支援に取り組んでいるクラブが３クラブ紹
介されました。
１）くずは RC、（地元の青年会議所とのタイアップ型）
現地で撮影してきたビデオを使いながら震災状況を説明
していました、（気仙沼の青年商工会議所との交流会や仙
台空港までの道すがらの町々の状況を紹介していた。
仙台空港周辺はかなり回復しておりましたが、その他は手
付かずといった状況でした。なお送ったのは自転車。懐中
電灯などでした）
２）次に交野 RC （老人ホーム経営者の地元密着型 ）メン
バー(直前会長)が老人ホームを経営していて、その老人ホ
ーム経営者間同士の繋がりの中で大槌町の経営者と懇意
にしていた。岩手県大槌町は人口１４，０００人で海岸の方
には主に、商業施設や生活施設４が在り住居は山の方が
主であった、その為１，４００人の被災と比較的免れた方で
した）
「こころの中を見つめよう
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４）他クラブとの総合型や、当クラブによく似た教育委員会
からの要請型など、とにかく東北は広く、様々なケース、そ
して手に余るということで。なにか決まらない場合について
例えば、大船渡漁業協同組合から北上西 RC を通じてユ
ニット付のトラックの要請が来ております。(約１５００万)
余談ですが、
１）
よく言われることで、よく出来る人が些細な過ちを
したとしましょう。あの人でさえと思って、ますます
わが身を慎み頑張るのが正解ですが、まあ普通
はあの人でさえ間違うのだから、私ごときが過ちを
犯すのは当然だと考える。心得違いが普通。
２）
例えば、世間では自分の好きなことはいくらでも知
りたく思う、人に尋ね、何度それを聞いても飽きる
事が無い。
３）
五欲とは、したや、のみたや、かねほしや、ねむた
や、人によくいはれたや。
煩悩五欲とは、したい、飲みたい、金が欲しい、眠たい、人
によく言われたい。この五つを煩悩五欲というのである。
と謎々のような話を紹介しました。
最後に、よく言われる。本日はお忙しい中にも関わりませ
ずというようなありきたりの会葬御礼とちょっと違う素直な会
葬御礼を紹介します。急性の突然死にこのような礼状が添
えられました。
今までありがとう
夫○は昭和１７年５月１７日
○ ○家の三男として大隈の地で生を享けました
温厚で真面目な性格で また責任感が強く
まさに気は優しくて力持ちという言葉が似合う夫でした
詩吟やカラオケなど趣味は様々ある中四季折々のお花を
欠かさず咲かせ屋上ではアスパラや玉葱 ジャガイモなど
実のなるものを作り皆に喜んでもらう事をとても楽しみにし
ていました
これまで家族の為に一生懸命働いてくれた夫に「今まであ
りがとう」「ゆっくりと休んでください」と言葉を贈りたいと思い
ます
生前ご厚情を賜りました皆様へ 深く感謝申し上げます
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本日の御会葬 誠にありがとうございました
と結ばれてました、
久しぶりに感動しました、亡くなった折にはこのように言わ
れるように頑張りたく思います。

国際ロータリー第２５２０地区
平成 23 年１１月２１日
北上西 RC 会長 高橋 優子様
震災支援活動委員会 佐藤勝己様
東日本震災復興支援 ロータリークラブ様
ユニック付大型中古トラック 要望・願い書
大船渡市漁業協同組
組合長 岩脇 洋一
大船渡市漁業協同組合は組合委員 1,730 名を抱え家族
水産加工業者を加えますと、関係者約１万人にも及び正
に大船渡市を代表する基幹産業の一翼をになって参りま
した其の産業の根幹が大船渡市漁業協同組合と自負致し
ております。
あの忌まわしい 3.11 の東日本大震災から 8 ヶ月が過ぎま
したが、震災復興は依然として進まず組合員はガレキ撤去
や大船渡湾の清掃活動等に追われる日々を過ごしており
ます然し私達は漁民であり海の幸を天から頂き生活して参
りましたので当然漁具の手入れや養殖 ワカメ 牡蠣 ホ
ヤ アワビ等々の筏作りや種の植付け作業の準備等があり
ガレキの撤去作業ばかりをやる訳にも参りません、更に此
の養殖産業は今種を植えても製品として市場に出すまで
は３年間かかりますこの間私達漁民は全く海からの収入が
有りません、只一つ私達組合は定置網漁２ヶ所の権利が
あります、此の定置網漁は秋サケ マス 其他の回遊魚を
取る事が出来る只一つの収入源と考えています、今回や
っと県より定置網用の漁船一艘を頂く事が出来定置網の
作業に取りかかる段取りが出来ましたが沖に張った網(一
本の網の長さ約１００M)を漁船に引き揚げ→漁船から浜に
網を揚げる際の車輌が無く困っております一本１００M の
定置網を浜に上げ清掃して網目を修理して又海に仕掛け
るため毎回此の作業が必要になります、 １００M の網を組
合員一同で浜に引き上げる作業は人間の力で行う事は大
変至難の技で御座います、組合員の平均年齢は５５歳―
６５歳と上がっておりもしケガ等されますと労災補償も無く
大変な事態にもなりかねません此の作業をスムーズに行う
為にもユニック付き大型中古トラックが必要なります、此の
ユニック付トラックは網上作業だけでなく一個６０K―１００K
位の定置網のアンカー(重り)や養殖筏の運搬や養殖用ア
ンカーの集配等又海のガレキ撤去作業にも使用致所存で
御座います、漁協組合と致しましては一人の自殺者も出さ
ないよう組合員の一人一人の意向を充分尊重し砕身の心
ろ配りで一日も早い復興を目指しておりますが此の１２月
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－4－

から来年の３月にかけて特に厳しく細心の注意が必要に
なって参りました自殺防止と人道的な思いもありまして此
の度のユニック付き中古大型トラック(1,450 万円)のお願い
を致す経緯で御座います、定置網が完全復活して浜への
網引き揚げ作業がスムーズになれば必ずや組合員は其
処に一筋の安心光りを見出すと確信致しております、私達
は先祖代々受け継いて参りました海からの幸を守り、この
土地で以前の様に励まし合い支え合い人間らしい安心安
全な家族の生活を求めております。何卒ロータリーの皆様
には大船渡市の基幹産業であります漁業復興と組合員の
自殺防止の為にも是非此の願いを、お聞きとどけ下さいま
す様ここにお願い申し上げます。
プロジェクト紹介者 国際ロータリー第２５２０地区
PDG 伊藤 大亜
PDG 菊地 弘尚
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大和 式内社巡り
生駒編⑪
古代を学ぶ会

り）」と同名の社も苅田郡に実在し、讃岐国と当地の深い関
わりが推測される。
讃岐との関係を示す別の説もある。「三代実録」元慶七
年（８８３年）に当社祭神を「散吉大建命神、散吉伊能城
神」とし、「神社要録」では祭神は讃岐公の祖（五十香足彦
命）ではないかとしている。

１８．讃岐神社（さぬきのじんじゃ）
祭神：大國魂命 若宇加能賣命 大物主命

《鳥居の朱が剥れて質素な印象。》

奈良県北葛城郡広陵町三吉、西名阪道法隆寺ＩＣより
南へ５ｋｍ、巣山古墳の南西すぐのところに鎮座する。
社伝によると、舒明天皇が御父押阪彦人皇子の遺命を
もって高市皇子に詔して、大国魂、倉稲魂、大物主の三神
をここに祭らしめ、これを讃岐神社と称したという。その後、
安徳天皇の御代に荒れた当社を再建、さらに後奈良天王
の御代に再び荒れたので再建しその際に「廣瀬川合社
（廣瀬神社）」の「若宇加能賣命」を勧請して「南川合明神」
と称するようになった。
しかし一説には、讃岐国より大和国に移住した讃岐人
が本国の神を勧請して祀った社とも云われる。名前からす
るとこの説の方が素直のように思われる。
「廣瀬神社」摂社に「散吉（さぬき）社」があり、以前紹介
した廣瀬郡の二社と同様、式内「讃岐神社」を勧請もしくは
吸収したものと考えられるのであるが、「廣瀬川合神社略
本縁」によれば散吉神殿三座があって一殿は「御井神（木
俣神）」二殿は「大嵩神（大己貴命））、三殿は「井精神（粟
井水神）」としている。讃岐国苅田郡に式内「粟井神社」が
ある他、次に紹介する「於神社（祭神が木俣神の説もあ
「こころの中を見つめよう
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《拝殿（上）と本殿（下）》

当社地域はかぐや姫伝説の地とも言われ、社頭掲示板
に説明があったので、転記しておく。
讃岐神社と竹取翁
かぐや姫「今は昔 竹取の翁といふものありけり、・・・・」で
始まる「竹取物語」（平安時代作者不詳）に登場する竹取
翁の出身部族である讃岐氏は、持統～文武朝廷に竹細
工を献上するため、讃岐国〔香川県〕の氏族斎部氏が大和
国広瀬郡散吉郷に移り住んだものとしている。翁の讃岐姓
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は「和名抄」の大和国広瀬郡に散吉郷があり「大和志」で
は、「散吉郷廃存済恩寺村」として、現在の北葛城郡広陵
町大字三吉の斉音寺集落付近に比定している。又この付
近に「藪ノ下」「藪口」「竹ヶ原」という地名があり真竹孟宗
竹等の竹林が多数残っている。
三吉の北部には讃岐神社が鎮座し「延喜式」神名帳、広
瀬郡の讃岐神社がこれに当るとされる。
『竹取物語』の舞台が大和国であったことはかぐや姫の求
婚者であった五人の貴公子の名が、持統朝末期から文武
朝初期にかけて朝廷の中心にいた五人の実在の人物に
比定されることも符合する。
(資料〕奈良県史〔風土と文字〕
読売新聞 (昭和６１年３月１５日付夕刊)

は「埴安姫命」とある。また「大神分身類社抄」附尾には
「於神社大和国廣瀬郡木俣神」とあり、「１８．讃岐神社」の
この書による説である祭神「御井神」と同神の「木俣神」を
挙げている。現祭神を奉斎した経緯は不明であるが、当初
の祭神は、やはり讃岐国との関連より考察すべきと「式内
社調査報告」では述べている。

※五人の貴公子とは：石作皇子（＝架空の人物又は宣化
天皇四世孫の文武朝左大臣多治比島という説あり） 、車
持皇子（＝架空の人物又は藤原不比等という説あり）、右
大臣阿倍御主人（実在）、大納言大伴御行（実在）、中納
言石上麻呂（実在）の五人。
１９．於神社（うえのじんじゃ）
祭神： 天兒屋根命 天照皇大神、品陀和氣命

《境内は狭いが良い雰囲気の神社。》

《本殿は塀にがっちりガードされほとんど見えない。》
《神社入口》
※讃岐神社の地図は週報１２６５号、於神社の地図は１２６６号

奈良県北葛城郡広陵町大塚に鎮座する。
当社の創祀沿革等は不明である。「廣瀬社旧記」では
廣瀬社摂社の「水分社」を式内「於神社」に当てている。本
来の「於神社」は廣瀬社に吸収され、元の社は廃止された
時期があったのであろう。「大和志」の記すところには、当
社は「城宮」と称し当時すでに廃社になっていたとある。よ
って、現在地が延喜式の「於神社」であるかどうかは判って
いない。
「１８．讃岐神社」の解説においても触れたが、讃岐国苅
田郡に同名の「於神社」があり、讃岐より当地に移住した讃
岐人が、同名社を誘致したとも考えられている。
祭神については、現祭神に至るまで幾多の変遷があっ
たようであり、「神社要録」では祭神不詳、「特選神名牒」で
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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をそれぞれご覧下さい。

★ 今回で大和の式内社２１６社の紹介を終えることにな
ります。今後は式内社に関連したお話を「大和式内
社巡り 番外編」としてお届けする予定です。
古代を学ぶ会 村木 茂
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新大阪ロータリークラブ
本日のメニュー

次週のプログラム
海の幸マリネ日向夏の香り
田舎風スープ
牛ヒレ肉のグリル葱味噌風味
パンとバター
第 1268 回例会／2012 年 2 月 22 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
１．「座禅の作法」
２．「土壌汚染対策法のしくみ」
～あなたの土地は大丈夫？～
松田 雅治 様

＊＊＊ 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

３

曜日

予定

時間他

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

１４：００まで

１９

日

歩こう会「金毘羅大作戦」第１０回

ＪＲ大阪８時発の新快速に乗車

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

３

土

座禅の会 於 京都銀閣寺

１８：００～

７

水

第１２６９回 例会 ガバナー補佐訪問

１３：３０～ 定例理事会

１０

土

ＲＩ第２６６０地区第６組インターシティミーティング 12：00 受付開始

13：00～17：00 於Ｈグランビア大阪

１４

水

第１２７０回 例会 メンバー卓話 山根会員
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/・☆素材通り☆
http://kisetu.chu.jp/無料イラスト 季節の窓 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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