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創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 島 田 洋二郎 

副会長 松 本 恭 一 

幹 事 石 毛   充 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館4階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 
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国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 青木貞雄 (成田コスモポリタンＲＣ)  

広報・会報委員会 委員長 信太 秀紀 

委  員 金子 芳則  

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「銚子留学を顧みて」 

1989年交換留学生 セーラ・ホームズ様 

 

前回例会報告（４月１２日） 

花見移動例会：猿田神社 社務所 

点     鐘：島田洋二郎会長 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 ビジターなし 

会長挨拶 

今日はお花見移動例会ということで、親睦委

員会の皆様には早くから準備に取り掛かって

頂き有難うございました。また、猿田先生には

毎年お世話になり、改めて御礼を申し上げます。

そして佐藤直子さんには豚汁の差し入れ有難

うございます。大変美味しく頂きました。この

あと、猿田先生の卓話、そしてお花見となりま

すが、先月に植え替えた「ポール・ハリス＝友

愛の樹」そして「４つのテスト」の立て看板も

ご確認頂ければと思います。 

銚子の 60周年も無事終了し、先週の土曜日 8

日に茂原ロータリークラブの 60 周年式典に地

区国際奉仕委員長高木会員と石毛幹事とで出

席をしてきました。会場は一宮の「シーサイド

大塚」です。茂原の所属する第 6分区は 9クラ

ブありますので人数も多く、また台湾の姉妹ク

ラブから 40 名の参加があり、当日の出席者は

184 名とお聞きしました。当日私ども 3 人が用

意して頂いた席は一番前の特等席で、茂原市長、

教育長、商工会議所会頭、実行委員長の方々と

同席をさせて頂き、祝賀会ではお酒も入りまし

たので皆さんととてもフランクにお話をさせ

て頂きました。 

今回、茂原としては分区を中心に開催として、

地区の役員にはお声をかけなかったそうです

が、銚子の 60 周年にもいらっして下さった青

木ガバナー、宇佐見パストガバナー、堀内委員

長、冨委員長、大原の平野会長、大網の四ノ宮

会長には当日の御礼のご挨拶をさせて頂き、茂

原所属のパストガバナーでいらっしゃる杉木

様からは「銚子の 60 周年、皆さんが素晴らし
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かったと言っていました」と、うれしいお言葉

も頂きました。式典の内容は銚子とほぼ同じで

したが、記念事業として茂原市内の全小学校に

教育長とも相談して大型扇風機を寄贈された

そうで、総額 200万円かかったそうです。 

祝賀会では後半約 1時間、茂原のメンバーに

よるバンド演奏が行われ、もう皆さんセミプロ

の腕前で、おまけに台湾の皆さんが加わり会場

は大盛り上がりで、銚子のパフォーマンスとは

また違った楽しい祝賀会だったと思います。 

そのような中、親しくさせて頂いている大原

ＲＣの平野会長との話の中で、地区では一度静

まったかにみえた分区の区割りの変更を現在

真剣に考えていることについての意見交換も

させて頂きました。地区としての分区再編の主

眼と言うのは、分区毎に異なるクラブ数・会員

数の格差を平準化することにあると考えてい

ます。これには必ず第６・第７・第８分区が関

係してきますので今後しっかりと注意してみ

ていく必要があると思っています。 

最後になりますが、石毛幹事には式典当日に

車を出して頂き有難うございました。改めて感

謝を申し上げ、会長挨拶とさせて頂きます。 

幹 事 報 告 

【週報拝受】波崎 RC、小見川 RC 

1. 2017-18 年度決議審議会立法

案について 

2. ガバナー月信 4月号（VOL10）

訂正とお詫び 

3. 2016-17 青木貞雄ガバナー年

度 RLI卒後コース開催ご案内 

…ガバナー事務所 

4. 4月 22日 地区研修・協議会 諸事ご連絡 

…ガバナーエレクト事務所 

5. 終了米山奨学生のカウンセラー対象アンケ

ートのお願い 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

 

【例会変更】 

波﨑 RC 

4月 20日(木)→22日(土)鹿島臨海・鹿島中央 RC

との合同例会鹿南荘点鐘 6時 30分 

5月 4日(木)休会 

 

卓  話      

「言葉の意味」    猿田 正城会員 

小池都知事は＜レガ

シイ＞とか＜ワーカブ

ル＞のようなカタカナ

語をよく使用します。

＜レガシイ＞は遺産、

＜ワーカブル＞は実行

可能という意味である

ことを調べてみて分かりました。 

過日、森友学園問題のニュースの中で、＜包

みの中がコンニャクかウイロウかは分かりま

せん。＞とある政治家が話しておられました。

＜コンニャク＞が１００万円の札束であるこ

とを解説者の説明で分かりました。このような

特定の仲間社会で使用されている言葉を隠語

といいます。 

私は外出する時、＜鳩が豆食って出掛け＞と

忘れ物の確認をします。＜ハ＞はハンカチとハ

ナ紙＜ト＞は時計……＜ケ＞は携帯電話です。 

万葉集の巻２に＜鶏が鳴く東の国の御軍士

（みいくさ）を＞という歌があります。鶏が鳴

くというのは鶏が鳴いているという意味では

ありません。 

＜鶏が鳴く＞は東の国の枕詞で、東について

言葉を飾り語調を美しくするための役割りで

す。 

しかし、特定の言葉に着くには、それなりの理

由があります。東の国の人というのは、都人た

ちから見ると、まさに鶏のように、早口で話し、

落ち着きがなく動き、下品で、まるで鶏の鳴い

ているようだという意味で着けられたという

説があります。 
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神前で祝詞奏上する時、冒頭は＜カケマクモ

カシコキオオカミノオオマエニマオサク＞と

言います。ある時、＜狼はどこにいるか＞と尋

ねられました。＜オオカミとは神様のことです

＞と答えたことがあります。日本語には同音異

義語が多くあります。＜タンカ＞と発音する言

葉は６通りの意味があります。＜タイマ＞とい

うと一般的には麻薬のことですが、神社では神

宮の神札の意味です。 

 私はグループでよく旅行します。南紀白浜に

行った時のことです。海辺を散歩していて、ふ

と白砂を握って確かめていたところ、一人の女

性がそっと寄って来て、＜一握の砂ですね＞＜

はいそうです。＞と答えますと、さらに＜私、

蟹になりましょうか。＞とＶサインをしました。

この会話の中の言葉の意味は、両者に共通の知

識がなくては成立しません。＜一握の砂＞とは

石川啄木の歌集であること。砂を握ったのは、

＜命なき砂のかなしさよ握れば指の間より落

つ＞という歌が思い出されたこと。＜蟹＞とは

＜東海の小島の磯の白砂に我泣きぬれて蟹と

たわむる。＞という短歌があり、その底には愛

の心情があるということです。 

言葉は相手によって使い分けする必要があ

ります。例えば、労をねぎらう時に、＜ご苦労

さま＞は目下の人に言う言葉です。目上には＜

お疲れさま＞と使います。 

祝儀袋やのし紙の表書きについて電話で聞

いてくる人が時々あります。お金の時は奉納・

酒や品物の時は奉献と書きます。志と寸志を間

違えると失礼になります。＜松の葉＞などは相

手を考えて書かないと役に立ちません。のし袋

で気をつけたいこ

とは、贈る内容に

よって使い分けし

ます。水引きには、

蝶結びと切り結び

があって、何度あ

ってもよいことには蝶結び、一度限りにしたい

ような祝事には切り結びを使用します。病気見

舞は切り結びです。 

プロ野球ソフトバンクの監督の工藤さんが、

はじめて監督になった時、選手一同に向かって

した挨拶が新聞に載っていました。 

皆さんに三つのお願いをします。一つは、グ

ランドではツバをはかない。二つ目は、試合中

のガムは禁止。三つ目はベンチ内での雑談はし

ないようにしたい。と 

この年のソフトバンクは確かリーグ優勝し

たように思います。 

言葉は、飾りけがなく、本心が相手の心に響

くことが大切だと思います。また、言葉はそれ

を発する人の品性を表わすことがあります。ロ

ータリークラブは自分一人では成立しません。

自分の心ない言動がロータリー全体の品位を

下げないようお互いに心がけたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。   以上 

委員会報告 

 

遠山 靖士親睦活動委員長 

【家族親睦旅行のご案内】 

16‐17 年度家族親睦旅行を下

記の通り実施します。多数の皆

様のご参加をお願い申し上げ

ます。 

 

日時：５月２８日(日) 銚子市役所８:３０出発 

行き先：「浅草橋 屋形船の旅」 

参加費：会員 15,000 円・家族 15,000 円 

（参加人数により変動の場合あり） 

 

 

金島 弘社会奉仕委員長 

【薄暮時街頭監視】  

日時：４月１３日（木） 

午後４時～５時  

場所：銚子大橋交差点 

参加者はメークアップの対象

となりますのでご参加ください。 
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中央みどり公園の桜が咲きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊出席対象者：次年度会長・幹事 

各委員会委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】移動例会 １００％ 

【Ｍ Ｕ】 

4/13 薄暮時街頭監視（参加７名） 

 

石毛君・金島君 

松本君・大里君 

島田君・高瀬君 

寺内君 

 

 

4/13 分区会長幹事会 石毛君・島田君 

4/16 印西 RC50周年 石毛君・島田君・髙木君 

 

【ニコニコ】移動例会のためなし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

撮影：4月 13日 大岩將道会員 

 

 

 

 

地区研修・協議会のお知らせ 

日時：平成２９年４月２２日（土） 

点鐘：１０：００ 

場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 

第１部 本会議（全体会議）10：00～12：00 

第２部 部会別協議会   13：00～16：00 
次週のプログラム（４月２６日） 

「ＲＹＬＡに参加して」 

千葉科学大学ローターアクトクラブ 

会 長 木村 徹様 

お弁当：喜多川（ちらし） 

      

 

 

 

 

ロータリー憩いの森 


