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■ 会長／横山 洋一郎 幹事／北野 克美 会報委員長／村木 茂 会報副委員長／森田 智博
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 ＊＊＊

Date 2013.10.16

＊＊＊ 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
http://www.shin-osakarc.jp
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。

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

http://www.shin-osakarc.jp

第 1341 回例会報告 （10 月 9 日）

＜本日のプログラム＞
第 1342 回例会／2013 年 10 月 16 日

■司会進行

本日の挨拶
「ニーハオ 你 好」 （中国語）
標
語
「Engage Rotary Change Lives」

■ロータリー・ソング
■来賓紹介

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

増強のための標語
「力を合わせて５０名 －奉仕の輪を広げよう」
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
卓

本日の卓話ゲスト

■出席者報告
第 1341 回例会
会員数 33 名
出席数 23 名

SAA 生尾会員
SAA 松本（圭）会員
SAA 山路会員
淀川警察署長

SAA 生尾 会員
2013 年 10 月 9 日
出席率 81.82％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 4 名

第 1340 回例会（10/2）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 93.94%
10/12 吉田会員

話
「論語入門」
谷口 光夫 会員

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

－1－

2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ
力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう
■会長の時間

会長

横山 洋一郎
2013.10.9

遷宮のやり方も、伊勢のような、完全建て替え方法（リニ
ューアル方式）と出雲のような修復方式（リホーム方式）
があり、一般的には建て替え方式が多いようです。
皆さんこんにちは
遷宮にかかる費用を見てみますと、今年は、伊勢・出雲
先週は、「だいこくさま」について少しお話をさせていた
同時での遷宮ですので、その年の物価等を考慮する必
だきました。
要がありませんので、容易に比較できます
本年度は、伊勢神宮・出雲大社のダブル遷宮の年であ
１）伊勢神宮・・・天照大神を祭る皇大神宮（内宮）と、
りますので、少し遷宮についてお話をさせていただきま
衣食住の神を祭る豊受大神宮（外宮）の二つの
す。
正宮があり、両宮の正殿など計６５棟が建て替え
そもそも遷宮とは、御神体や御神座を本来あったところ
の総費用は約 570 億円（330 億円は国家予算残
から移し、社殿を修造し、再び御神体にお還りいただく
りの 240 億円は寄付金）
ことで、式年とは定められた年を意味します。なぜ式年
２）出雲大社・・・御本殿のみならず摂社・末社も、
遷宮がおこなわれ出したかは、諸説ありますが、
修造工事の費用は８０億円
（１）神社は清浄であることが必要で、そのために遷
一般人で、遷宮に参列する方法は何かないかと考
宮を行い、神の力をリフレッシュしていただく
えますと、一番手っ取り早いのが、遷宮奉賛会員になる
（2）木造建築の建物を維持していくため
方法があります。
（3）社殿の建築など様々な技術を継承していくため
伊勢神宮で式年遷宮祭に招待していただくには、
などと言われています。
特別名誉会員・・・・10,000.000 円以上
（２）の木造建築の維持については、遷宮の制度が定
名誉会員・・・・・・・・ 5,000,000 円以上
められたときは、もう奈良の法隆寺は建てられていました。
特別会員・・・・・・・・ 2,000,000 円以上
法隆寺は現存する世界最古の木造建築です。当時の
寄付すれば招待状が届くそうです。また特権として、感
技術で立派に永久的な神殿は出来たと思われます。
謝状と卓布大が頂け、参拝位置も内玉垣南御門外まで
従って、神宮の「唯一神明造」は、いつでも新しく、い
は、会員証提示でいつでも参拝できるそうです。
つまでも変わらぬ姿を求め、世界の永久の命を求め造ら
とりこわした古材や、撤 下の神宝 類はどうするかといえ
れた、石造の古代神殿と同様に式年遷宮が始まったと
ば、
言われています。
神宮といえばまず思い起されるのが、五十鈴川とその
全国で式年遷宮を行っている神社は以下の通りです。
川に架かる宇治橋です。宇治橋には、前と後に２つの大
（１）伊勢神宮（三重県伊勢市。20 年毎。690 年か
きな鳥居が建っています。この柱は、内宮と外宮の御正
ら）
殿の棟持柱）として 20 年間使われたものを、削りなおし
（２）鹽竈神社（宮城県塩竈市。20 年毎。1704 年以
て再利用しています。
降は修理のみ）
そのまた 20 年後は、昔の伊勢街道の入口、関の追分と
（３）穂高神社（長野県安曇野市。20 年毎。現制は
桑名七里の渡口の鳥居として、20 年間再々利用します。
江戸時代から）
その後も関の場合、氏神・春日神社の御手洗の柱や屋
（４）香良洲神社（三重県津市。20 年毎）
根の修繕に用い、まったくムダなく活用されています。
（５）神明神社（三重県志摩市。20 年毎。1764 年か
これは一例でほかの古材についても、古来から由緒の
ら）
深い全国の神社にむだなく用いられているそうです。
（６）豊受大神社（京都府福知山市。60 年毎。平安
撤下したお装束や神宝は、明治以前には燃えるもの
時代から）
はお焚き上げをし、ほかは土中に埋めていました。神様
（７）住吉大社（大阪市住吉区。30 年毎。1810 年以
がお使いになった御料だから、他に用いることは畏れ多
降は修理のみ）
いと考えたからです。しかし、今日では保存し、一部を内
かつては、以下の神社でも行われていました。
宮と外宮の中間、倉田山にあります神宮の博物館である
（１）香取神宮（千葉県香取市香取)
神宮徴古館で常時展示しています。参宮の際にお立ち
（２）鹿島神宮（茨城県鹿嶋市)
寄り下さい。
（３）宇佐神宮（大分県宇佐市)
（４）春日大社（奈良県奈良市)
（５）諏訪大社（長野県の諏訪湖)
また、出雲大社（島根県出雲市)は概ね 60~70 年毎に建
て替えられてきましたので、必ずしも定期的ではないの
■災害復興Ｐ義援金報告
１０月９日 ４，０００円
で「式年遷宮」に該当しないそうです。
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ
本年度の委員会のスローガン「米山を身近に」ということ
で改めてロータリー米山記念事業の内容をわかりやすく
記載した豆辞典を本日の週報と一緒に配布させて頂い
ております。これはロータリアン皆様も既によくご理解し
て頂いているロータリーの理想とする、国際平和、国際
理解と親善に寄与する事業の一つであり、将来母国と
日本の懸け橋となって国際社会で活躍する、優秀な留
学生を奨学する事を目的としています。これは豆辞典の
５ページに記載されています。また、現在の当事業の活
動はインターネット等で「ロータリー米山奨学会」と入力し
て頂ければ詳細等が出て来ますので一度ご覧下さい。
また、当事業を資金面で支える寄付金は今も厳しい状
況が続き、奨学生をこれまでの８００名から２０１３学年度
は７００名に削減せざるを得ませんでした。この様な状況
下の折、昨年度の目標より本年度はおひとり寄付金総
額をアップして年間３万円と設定させて頂きました。未だ
に景気回復が実感できない昨今ですが、１カ月 2,500 円、
いつでも窓口と口座はあけてありますので将来の為の投
資ということでこの目標を実現できる様どうかお願い申し
上げます。
私も含めましてロータリアンになられてまだ間もない方々
も今一度この豆辞典を読んでいただき、またインターネッ
トも活用して頂き、ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し
上げます。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
中川会員、久富会員、村木会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

4,000 円
51,000 円

ッ

ク

ス

中川会員、久富会員、村木会員、山本会員、
湯浅会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA
中川会員
久富会員

24,000 円
69,000 円

報

告

松本(圭) 会員
雨のち晴。びしょぬれになりました。
妻の誕生日に美しい花をありがとう。

■幹事報告

幹事

北野 克美

・先週１０月２日に行われました定例理事会の議事録を
本日メールボックスに配布しておきました。ご確認下さ
い。
・１０月２３日（水）開催の大輪ゴルフ大会の組み合わせ
が届きました。参加会員のボックスに書類一式を入れ
ておきましたのでご確 認 いただきますようお願 いしま
す。
・皆様方の会社等で来年のカレンダーを作る予定の方
がおられましたら、ぜひ凸版印刷に発注してあげてく
ださい。前年度米山奨学生の李政君が誠心誠意対応
してくれます。先ずは事務局までお申し出下さい。

委

員

■親睦活動小委員会

会

報

卓

話

「インターシティー・ミーティング(IM)」
花原 昭弘 ＩＭ実行委員長

告

田中 宏 委員長

インターシティー・ミーティングとは、都市連合会のこと。
１泊２日魚釣りの旅、今週末の土日が近付いてきました。 以前は IGF とも言われていました。IM は、各年度の RI 会
長やガバナーが提起している重点活動項目を基礎に、ガ
エプロン、捨てても良いタオル等お願いした。
バナー補佐の指導の下で、ホストクラブが開催準備を進め
オクトーバーフェストの参加者２２名、今日で締め切る。
るということが原則です。
来週の例会時に会費を徴収する。
第 2660 地区では、83 クラブを近隣 8 組に分けておりま
来週例会終了後親睦小委員会を開き、家族会の打合
す。我々の入っています第 6 組は、大阪・大阪東・大阪東
せをする。
淀ちゃやまち・大阪城東・大阪中之島・大阪大手前・大阪
天満橋・大阪鶴見・大阪淀川・大阪城北・新大阪、以上の
■米山奨学小委員会
湯浅 隆之 委員長
11 クラブです。
主管クラブは、創立順に回ってきます。本年度は平成
本日は米山奨学小委員会からのお願いがあります。
26 年 3 月 15 日に大阪東淀ちゃやまち RC が主管します。
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ
次年度は、新大阪 RC が当番クラブになります。
前々回、平成 3 年 11 月 30 日(土)、ワシントン H.におい
て、「環境」をテーマに㈱釣りサンデー社長 小西和人氏
に基調講演を行っていただきました。前回は、平成 14 年
11 月 16 日(土)、ワシントン H.において、「日本はどうしたら
この現状から再起できるのか？」をテーマに、京都大学教
授 中西輝政氏に基調講演を行っていただきました。
これより、IM 実行委員会を組織して、地区ガバナーのテー
マが決まれば、ガバナー・ガバナー補佐の助言を受けな
がら、テーマ・講師・日程・会場・予算等を順に決めていき
たいと考えています。当日の参加者は 150 名～200 名と予
想されます。
30 周年事業に弾みをつける為にも、成功裏に終える事
が出来ます様、皆様のご支援を宜しくお願い致します。

次週のプログラム

第 1343 回例会／2013 年 10 月 23 日
◆挨

拶
「ニーハオ 你 好」 （中国語）

◆ロータリーソング
◆卓

本日のメニュー
～洋食～
サウザン・ビスク カプチーノスタイル

「週に一度の」

話

「３０周年記念事業 トルコ支援について」
安井 一男 会員
中川 建司 会員

牛ヒレ肉のパイ包み ウェリントン
*.イギリスの伝統料理の一つ
フランスパンとロールパン
フルーツトマトを使用したゼリー
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

１０

１１

曜日

予定

時間他

１６

水

第１３４２回 例会 メンバー卓話 「論語入門」 谷口 光夫 会員

２２

火

オクトーバーフェスト 於スーパードライ梅田
第１３４３回 例会 「３０周年記念事業 トルコ支援について」

２３

水

１３：３０～絵画クラブレッスン
１３：３０～親睦活動小委員会
１８：３０～

安井 一男会員、中川 建司会員

第３４回大輪ゴルフ大会 於 六甲国際ゴルフ倶楽部

８：００スタート

３０

水

例会休会

ＭＵ受付１２：００～１２：３０

６

水

第１３４４回 例会 第５回クラブフォーラム Ｒ財団小委員会

１３：３０～定例理事会

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
・http://www.illust-hana.jp 他

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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2013～14☆素材通り☆他
年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン
http://kanos-factory.com/joken.html 他

