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ロータリー財団月間
月間テーマ（11月）

第1269回（本年度 第19回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 11/28 のお知らせ

♬SONG : 「赤とんぼ」
●卓話　ロータリアンであるべきこと
　杉村 雅之 会員

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　躍進するドイツワイン
　担当：高島 凱夫 会員
　講師：茨木東ロータリー／
　　　  ヘレンベルガー・ホーフ株式会社
　　　  会長　山野 寿 様

今日から明日にかけて大嘗祭が行われるわけですが、大嘗祭の意味
についてお話したいと思います。

大嘗祭は皇位承継儀礼の一つなのですが、皆さんご承知の通り、上
記承継儀礼として今年の5月1日に剣璽等承継の儀、つまり、三種の
神器の承継が行われ、10月22日に即位礼正殿の儀、つまり、天皇が
高御座から、内外に即位を宣命されました。

西洋では、この2段階、相続儀礼と即位儀礼で完結するのですが、日



本では、上記儀式以外に大嘗祭が行われなければ完
結しないのであり、それが最も重要な儀式と言われ
ております。

では大嘗祭とは、どういう意味を持った儀式なので
しょうか。一般に大嘗祭は、天皇即位後に初めて行わ
れる新嘗祭と言われております。そして新嘗祭はその
年に収穫された米（皇居内の田んぼでとれる）を神々
に供え、五穀豊穣を祈り、感謝する儀式と言われてお
り、ハロウィン類似の祭りと言われています。

大嘗祭が実質、新嘗祭であるなら、わざわざ大嘗宮
を作って、新嘗祭と異なる様式で行われることの説明
がつきません。

もっと他の意味が隠されているのではないでしょうか。

大嘗祭は秘儀中の秘儀として公開されていませんが、
著名な民俗学者の折口信夫氏によれば、大嘗宮では
東西に同じ構造の建物が二つ並んでおり（東の建物
は悠紀殿、西の建物は主基殿）その中に祭壇と寝具
が敷かれている。そして天皇は大嘗宮内において、祭
壇に米等を供え、それを神と共食し（直会）、更に寝
具にくるまれて神と共寝することによって、天皇霊が
憑依し、今生天皇に付着するというのです。

要するに、天皇の体は魂の入れ物であり、大嘗祭に
よってこの体に「天皇霊」が入ることで天皇が完成す
るというのです。いつもながらスリリングな見解です。

宮内庁は、政教分離原則の関係から、宗教性を一切
否定し、神との一体性、殊に神人共寝による天皇霊の
憑依については全く認めておりません。

憲法学者の竹田恒泰氏によれば、神人共食は行われ
ており（神人共寝の儀式には触れず）、それは神霊を
体内に取り込む意味があり、天皇と神が一体となるこ
とで、新天皇の即位が神によって承認されたことを意
味するというのです。この意味で、大嘗祭にはある種
の宗教性はあるが、憲法が天皇の世襲を認めている
以上、皇位承継と不可分である大嘗祭も政教分離の
例外として認められると述べています。

■本日はロータリー財団担当の栗山委員長の卓話
です。宜しくお願い致します。

■次週の11月21日（木）の例会は杉村会員の卓話、
28日（木）の例会には高島会員の卓話が予定され
ております。

2019-20年度第1268回（第18回例会）
幹事報告 (11/14)

幹事  安達 昌弘

■11月28日（木）の例会前の11時よりクラブ戦略委
員会が開催されます。

　出席予定の方々にはよろしくお願い致します。　

■続きまして12月5日（木）の卓話は下岡会員の卓話
を予定しています。

■12月7日（土）は社会青少年委員会担当の「成美学
寮 餅つき支援」の日です。
　12時半集合、午後1時開始です。2時半には解散の
予定です。

■12月12日（木）の例会の日は各委員会報告及び次
年度総会を予定しております。

■12月13日（金）、14日（土）は、今年最後の大事な
イベントであります地区大会です。
　12月13日（金）の分科会・14日（土）の本会議と公
開シンポジウムが予定されていますが、特に2日目
の公開シンポジウムへの出席者の数が思っていた
程伸びていないという現状です。ホストクラブの方
からも少しでも多くの方の出席を言われておりま
すので、次年度のロータリーデーに照らし合わせて、
現在欠席予定の方々も何とか再度出席への切り
替えをご検討頂きたいです。

■12月19日（木）は、今年最後の例会です。例会後、
クリスマス家族会が開催されます。
　例会開会は午後6時、クリスマス家族会の開会は6
時半となっております。

■さて新年ですが、来年の第1回目の例会は1月9日
（木）となっております。
　この日は、会長・幹事の新年の挨拶を予定しており
ます。

＊本日、12月13日～14日に開催されます地区大会
の名札をそれぞれのメールボックスに入れさせて
頂いておりますので当日お持ちください。
　絶対に無くさないように、くれぐれも気を付けてお
いてください。



本日のメニュー

・オードブル
鯛のエスカベッシュ　モッツアレラチーズ
トマトマリネ　スモークサーモン
・牛フィレ肉のベーコン巻きポワレ

温野菜添え　きのこソース
・林檎と胡桃のサラダ、コーヒー、パン

1917年、当時のロータリー会長アーチ・クランフが、
「世界でよいことをするための」基金の設置を提案し
ました。26ドル50セントの最初の寄付が、全世界で
多くの人の人生を変える財団へと発展しました。

創立以来100年間、ロータリー財団は、教育の支援
や持続可能な成果を生み出すプロジェクトに総額30
億ドルの資金を提供してきました。一つひとつのご寄
付により、世界中の地域社会を少しずつ変えていくこ

とができます。

ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康状態
を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済すること
を通じて、世界理解、親善、平和を達成できるように
することです。世界に35,000あるクラブは、発展途上
国にきれいな水をもたらし、平和活動に携わる人材
を育成するなど、世界中で持続可能な影響をもたら
しています。ポリオ撲滅活動においても、予防接種活
動を通じて発症数を世界で99.9％減少させてきまし
た。皆さまからのご寄付は、こうした活動に大切に活
用されています。

大阪中之島ロータリークラブは2660地区80クラブ
において2018-19年度年次基金寄付で3位、ポリオ・
プラス基金寄付8位と財団に寄与しております。また
ロータリーの有意義なシステムであるグローバル補
助金、地区補助金を申請してきました。

今後とも寄付を行うと共に、補助金申請を積極的に
行い、今まで以上に大阪中之島クラブとして国際奉
仕、社会奉仕活動に貢献していくクラブでありたいと
考えております。

ロータリー財団卓話

栗山 博道 会員

Congratulations!11月のお祝い11月のお祝い

●誕生日
 村上 俊二 ［8日］
 下岡 陽一郎 ［18日］
 山本 　肇 ［24日］

●事業所設立記念
 下岡 陽一郎 株式会社 シモオカ［昭和16年］

●結婚記念日
 福田 忠博 ［6日］
 村上 俊二 ［16日］
 高島 凱夫 ［23日］
 北村 　薫 ［26日］
 下岡 陽一郎 ［27日］
 村橋 義晃 ［29日］



日　時：2019年11月14日（木）　13：40～14：10
場　所：太閤園　2F　サファイヤルーム
出席義務者：理事・役員
出席者：木村・金森・西田・藤本・辻（一）・梅原・辻（義）・岡本・安達・村上　以上10名（敬称略）
出席者：村橋・井本・北村（薫）・下岡　以上4名（敬称略）

2019-2020 年度 第6回　12月度定例理事会議事録

開会の挨拶（木村会長）

本日は第6回目の理事会ですが、審議事項が少ない
ので、スピードをあげて議論を進めていただき、でき
るだけ短時間に終えたいと思います。本日はよろしく
お願いします。

【審議事項】

1. 年間行事予定の件

全体としての予定に変更はありません。

ただ、12月13日（金）の地区大会にRI会長代理歓迎晩
餐会となっていますが、RI会長代理の出席はありません。

2. クラブ細則の変更について

RI本部での2019年度規定審議会において、現行の
「メークアップは欠席した例会の前後14日におこなう
もの」とのメークアップルールが、「同一年度内に行え
ば良い」と改正されて（ロータリークラブ定款第10条
第1節（d）、本年7月より発行した。

しかしながら上記改正は不合理であるので、上記定款
第10条第7節（クラブは独自に定める事ができる）に
基づき、下記の如く改正する。

記
「上記定款第10条第1節（d）の規定にもかかわらず、
会員は例会を欠席する場合、例会の前後14日以内
にメークアップしなければならない」

この規定の改正には10日前の公示が必要なため、本
日の理事会で承認されたので公示を行い、12月12日
（木）の年次総会で提案を行います。

3. 成美学寮餅つき支援について

安達幹事より報告
中之島ロータリークラブが24年間継続して実施し
てきたので、今後とも継続してゆきたい。

なお例年10万円の寄付とタオルで2万円以内のも
のを贈呈すること

　　⇒［ 承認 ］

4. クリスマス家族会について

梅原委員長より報告
12月19日（木）例会後、18時30分より実施
参加人員については集計中である。
内容については新しいマジシャン1組と歌グループ
1組（7名）がきまっており、司会者も太閤園で手配し、
その他ビンゴゲームについては現在検討中である。
また会場の飾り付けなども準備しています。

5. その他

辻（義） 職業奉仕委員長より報告
職業奉仕委員会で刑務所の見学を予定しています。
先日の卓話の園田先生から刑期終えた受刑者の受
け入れがないと言う事を聞いたので、実地の見学
体験を行いたいとおもいます。場所は堺刑務所を予
定しておりJR阪和線堺市駅より徒歩5分ぐらいです。
時期は現在検討中であります。

安達幹事より報告
｢プール女学院｣がインターアクト活動を行いたいと
の意向があるようですが、大阪中之島ロータリーク
ラブとしては、今後のなりゆきを見て慎重に検討し
てゆきたいと思います。

閉会の挨拶（金森会長エレクト）

本日は慎重審議有り難うございました。先ほどのイン
ターアクトについても前向きに検討したい。やはり身
の丈にあった付き合いが必要で、交渉には大きな山
もあろうかと思います。開明中・高等学校とも交渉して
大阪中之島ロータリークラブのお金の負担の程度な
ども交渉してゆきたいと思います。よろしくお願いしま
す。今日は有り難うございました。

【’19年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1271

1272

1273

-

21

22

23

-

委員会報告・次年度総会

夜例会・クリスマス家族会

休会③

卓話担当：下岡会員

各委員長・小委員会
次年度理事・役員決定

第7回1月度理事会

成美学寮餅つき支援
　日程：12/7（土）　12時半集合
地区大会・RI会長代理歓迎晩餐会
　日程：12/13（金）
　会場：リーガロイヤルホテル
地区大会  本会議
　日程：12/14（土）
　会場：大阪国際会議場



11月5日を含む1週間はインターアクト週間です。　
インターアクトは13～18歳の中学生・高校生が地元
でのボランティア活動や海外との交流を通じてリー
ダーシップなど学ぶことができるロータリークラブの
プログラムです。インターアクトクラブは2660地区で
は10クラブ、日本では600クラブ以上、世界では
24,404クラブあります。

今回ご報告させて頂くのは中之島がお世話しており

インターアクター週間 クラブインターアクト担当  檜皮 悦子

ます、開明中学校・高等学校インターアクター4名が
11月15日・16日両日にかけ福島県三春町、いわき市
に震災から8年経ちました福島の現状視察、また現地
のインターアクトと意見交換をしました。

現地ではロータリー交換留学生、兵庫県の滝川高校
インターアクトと共に奉仕活動に汗を流しました。

学業の合間、限られた時間の中で活躍している彼ら
にエールを送ってあげてください。

【’20年1月 行事予定】　（職業奉仕月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

-

1274

1275

1276

1277

-

24

25

26

27

休会④ → 祝日振替

会長、幹事新年の挨拶

職業奉仕委員会
クラブフォーラム

夜例会・上半期新入会員歓迎会

第8回2月度理事会

木村会長、安達幹事

卓話担当：村上会員

職業奉仕委員長：
辻義光委員長

ベトナムVTT支援事業？
IM6組会長・幹事会3
　日程：1/22（水）
　会場：太閤園

【’20年2月 行事予定】　（平和と紛争予防/紛争解決月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1278

1279

1280

1281

28

29

30

31 

国際奉仕委員会クラブフォーラム

第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

卓話担当：栗山会員

卓話担当：辻一夫会員

国際奉仕委員長：
下岡委員長

卓話担当：辻義光会員

地区チーム研修セミナー
　日程：2/15（土）
　会場：追手門大学茨木キャンパス
地区ロータリー財団補助金管理
セミナー
　日程：2/22（土）
　会場：大阪YMCA会館 

11月14日（木）18時よりレストラン アラスカにおいて、
第4回社会奉仕委員会打ち合わせと、懇親会を行い
ました。

当日は先日8月21日開催の子ども食堂と西成ボウル
で新聞記事の取材としてお世話になった読売新聞の
長野さんもご参加いただき、合計9名で賑やかに楽し
く執り行われました。

12月7日（土）開催の奈良の成美学寮の餅つきにつ
いて今年も例年通り楽しく開催する予定ですので少
しでも多くのご参加お待ちしております。

第4回社会奉仕委員会打ち合わせと懇親会 社会・青少年奉仕委員長  井本 万尋



11月17日（日）、ポートピアホテルにて開催されたガバナーノミニー研修会でガバナーノミニー夫人へのロータ
リーについての講演を行いました。

11月18日（月）は第48回ロータリー研究会の第1 sessionパネルディスカッション「会員基盤の充実」でパネラー
を務めました。

ガバナーノミニー研修会／第48回ロータリー研究会 高島 凱夫



今週のラジオ体操

ニコニコBOX14
11

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0名
名誉会員数 5名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 27名 外国ゲスト 0名
欠席者 8名

出席率 77.14 %
10月17日の修正出席率 91.42 %

●メイクアップ
津崎 慶一 10月13日 ガバナー杯野球大会

木村：寒くなりました。

辻（一）：栗山さん、お元気ですか。本日はよろしくお願
いいたします。

辻（義）：ニコ

吉田：ニコニコ

福田：花束届いて家庭円満。ニコニコ

嶽下：栗山会員、卓話よろしくお願いいたします。

北村（讓）：涼しい、寒い！風邪をひかないように！

前田：早退のおわび

村上：栗山会員、本日の卓話楽しみです。

上山：紅葉が始まりましたね。

本日合計 : ￥25,000
累　計 : ￥623,500

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より「第35回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。

檜皮会員がロータリー財団より
マルチプル7達成の表彰を受けました。

当クラブが、第20回米山功労クラブを授賞いたしました。


