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＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
真実かどうか ２．みんなに公平
みんなに公平か
公平か ３．好意と
好意と友情を
友情を深めるか
めるか ４．みんなのためになるかどうか
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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

（2047回）

２）ソング
２）ソング

知床旅情

３）クリスマス家族会

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
ご来訪のビジターの皆様ようこそお越し下さ
いました。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。ま
た、本日卓話をお願い致して居ります、塚口先生
どうぞよろしくお願い致します。会員の皆様多
数のご出席ありがとうございます。
さて、いよいよ１２月。今年も残すところ１ヵ
月弱となってまいりました。木々の紅葉も鮮や
かに色付き、今週末が見頃ではないでしょう
か？私の家の近くを「雪はこんこん」の曲を流し
ながら灯油の販売車が通り、早く冬支度をしな
さいと言われて居るようで、何か気ぜわしさを
感じて居りますが、皆様いかがでございます
か？12月と言えばクリマスです。
来週は当クラブ
のクリスマス家族会です。ご家族共々大いに楽
しみたいと思って居ります。お風邪など引かれ
ませぬ様、
多数のご参加をお待ち致して居ります。
最後になりましたが、本日例会終了後、年次総
会を開催いたしますので、会員の皆様お残り頂
きますようお願い致します。

月

間
次週（１２月１７日）のお知らせ

１）例 会 （2048回）
２）ソング
日も風も星も
２）ソング
３）卓 話 ｢小磯良平の芸術と記念美術館｣
神戸市立小磯記念美術館
学芸員 廣田 生馬様
土井 憲一会員紹介
４）第1
４）第1回被選理事会

ます。詳細につきましては掲示板のポスター
をご覧ください。
②大阪府赤十字血液センターより平成20年度
「年報」が届いておりますので事務局で保管
しております。
③青少年交換派遣学生 駒谷瑞穂さんからの報
告書をお配りしています。
④「クリスマス家族会」出欠のご返事がまだの
方は至急事務局までお願い致します。
⑤「2009－2010年度 地区大会」の出欠のご返事
をお願い致します。
⑥タイ国ＷＣＳ事業記念式典ご参加のご返事を
事務局までお願いします。なお締め切りは12
月10日ですので宜しくお願いします。
⑦南大江保育所訪問（クリスマス会）にご参加い
ただきます方々に地図をお配りしています。
⑧本日例会終了後、引き続き年次総会（次年度理
事・役員選挙）を行います。
⑨次週クリスマス家族会は絆ネクタイ着用で出
席をお願いします。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆

☆☆ 本日のメニュー ☆☆

①地区より「2011－2012年度 ロータリー財団
国際親善奨学生募集のご案内」が届いており

クリスマス家族会スペシャルディナー

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

４名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

73名
55名(67名)
22名
12名

敬称を略す

本日は忙しい中、塚口先生ありがとうございま
す。しっかり勉強させてもらいます。
浅川 正英
結婚記念日のお花ありがとうございました。
ゴルフ会欠席してごめいわくおかけしました。
誕生日自祝
勝見 哲朗
誕生日自祝
寺内 清視
還暦の日を迎えられ嬉しいです。 石田 道夫
誕生日自祝
中川 政照
誕生日の自祝
髙松 貞彦
誕生日自祝 在籍９ケ年自祝
西浦 司
誕生日自祝
松宮 清隆
誕生日自祝
岡本 健
なんやかやとお世話をおかけします。
年末感謝
小寺 一矢
２９ヵ年在籍させて頂きありがとうございます。
浅川 正英
在籍２８ヵ年を自祝して
藤井 弁次
６ヵ月ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ皆出席を自祝して
福井 興
６ヵ月ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ皆出席自祝
鍬田 充生
６ヵ月ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ皆出席自祝
中野 格
６ヵ月ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ皆出席自祝
安田 義治
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ連続欠席のお詫び
中島 康之
平成21
平成21年
21年12月
12月3日

合計金

93,750円
93,750円

累計金 1,360,000円
1,360,000円

☆☆ 先週（12
先週（12月
12月3日）の卓話 ☆☆

）内は会員総数を基準とした値

12月3日の出席率
82.09％
４週間前（11月12日）の
メークアップを含む出席率 78.13％
メークアップ実施会員
3名（欠席者17名)
皇子（後の舒明天皇）と皇位を争っていること等
からみて、太子が天皇に準ずるような立場に
あったことはほぼ確実と考える。
さらにそのことを証しているのが、中国の歴
史書『隋書』である。それによると、推古朝当時
の倭王は男性であった。太子の弟の来目皇子や
当摩（たぎま）皇子が征新羅（しらぎ）将軍に起
用されていることからみて、当時外交権は太子
に委ねられており、従って太子は外国に対して
「倭王」と称し得る権限を有していたのである。
書紀が太子について「天皇事（みかどわざ）した
まふ」と書いているのは、このことを指している
ものと考えられる。厳しい男尊女卑の中国王朝
に対し対等外交で臨んでいたこと、神祇を祭る
立場にあった天皇みずからが仏教導入のための
外交活動を行うわけにはいかなかったこと、等
が太子をして天皇事を行わしめることになった
のであろう。今も学ぶべき点が多い。

♪大阪天満
大阪天満橋ローターアクトクラブ ♪
１月第１例会のお知らせ
日 時：１月１３日（水）19:15～20:45
内 容：「新年例会」
（担当：理事会）
場 所： 錦城閣
登録料： RC 8,000円
登録先： 幹事 安原 亜也子
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：１月１１日（月）

聖徳太子の虚像と実像
みかどわざ

知 床
旅 情

作詞 ・作曲 森繁 久弥

一、知床 の岬 に

はまなす の 咲く ころ

思 い出 しておくれ 俺 たち のことを

飲 んで騒 いで 丘に のぼ れば

はるかクナ シリに 白夜 は明け る

二、旅 の情 か

月は照 る波 の上

飲 むほど に さまよ い

浜 に出 てみれば

ピリカが笑う

君を今宵 こそ 抱き しめんと

岩 かげ に寄れば

－聖徳太子の「天皇事」とは何か－
堺女子短期大学名誉学長・名誉教授
文学博士 塚口 義信 様
浅川 正英会員紹介
マホメットがイスラム教を創始した頃、日本
では女帝第一号の推古天皇が即位していた。日
本書紀によると、太子はその推古の下で国政を
総理していたと伝えられる。だが、書紀は太子信
仰が高揚しつつあった７世紀初頭に書かれたも
のであり、そこには虚と実が混在している。そこ
で最近では太子の政治的関与を否定する虚像説
が次々と提起されている。
しかし私は、太子の子である山背大兄王（やま
しろのおおえのみこ）が皇子にしか許されない
大兄の称をもっていること、推古逝去後に田村

