
本日のプログラム
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次 回 の プ ロ グ ラ ム
2017年 7月13日(木) 12:30～

本 日 の プ ロ グ ラ ム
2017年 7月 6日(木) 12:30～

４８
第２８３１回例会記録
司会：日野 邦彦 ＳＡＡ③

遠軽ロータリークラブ通常例会
日時：2017年 6月29(木)12:30～
場所：ホテルサンシャイン 2F

★開 会 点 鐘 ：黒坂 貴行 会長
★国 歌 ：ー
★Ｒソング：それでこそロータリー
★四つのテスト：ー
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黒坂貴行会長 ターゲット：地域のあしたのために、行動しよう！

ＲＩテーマ

委員会報告
◇高井 一博 次期親睦活動委員長④

次年度の親睦活動委員会の皆さんは、急遽打ち
合わせしたいことがありますので、理事会終了
後、お集まり下さい。よろしくお願いします。

本日のプログラム 会員卓話

漢字のルーツからみた面白さと怖さ
本間 克明 会員⑦

先目、海野さんから、卓話をやっていただけな
いかとのことで、私の大先輩でもあり、お断りす
ることもできず・・。テーマは何でもよいという
ことでもあり、それではということに。数年前、
少し興味を持ったことがあったので、そのことを
取りあげたいと思います。

小さい頃、［道］という漢字に、なぜ「首」と
いう字あるのか、不思議に思ったことがあったの
ですが、いつしか記憶の片隅に‥。 【2面へ】
【名前等の後ろの〇数字は写真とその中の番号】

2016 -17

会長報告 黒坂 貴行 会長②
今日が最後の例会になります。この1年、早か

ったと感じますし、いやいや長かったとも感じま
す。今、不思議な感覚にいます。この1年の間、
会員の皆様に、ご協力をいただきまして、無事務
めることが出来ました。あらためて感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。

最後の報告で、残念な報告があります。昨日、
片石さんがいらしゃいまして、体調が良くなら
ず、厳しい状態なので、この6月をもって退会し
たいと告げられました。また、時期を見て息子さ
んを入会させたいとも言ってました。病気と体調
を考慮したとき、引き留める言葉が出てきません
でした。

本人も、とても残念そうでしたが、今日の理事
会で協議させていただきます。

1年間、お世話になりました。ありがとうござ
います。

幹事報告 遠藤 利秀 幹事①
１．遠軽町より7月24日(月)午前11時から｢遠軽

町民憲章碑除幕式｣についての案内。
新年度の役員で検討してください。

２．社会福祉法人北海道家庭学校より運動会に対
する礼状。

３．7月のロータリーレートは111円。

４．本日例会終了後、次年度の理事会を開催。

クラブフォーラム
2017-18年度就任挨拶・事業計画

クラブフォーラム
2017～2018年度 第1回例会
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【事務局】〒099-0415 北海道紋別郡遠軽町岩見通南２丁目 遠軽商工会議所内
Tel 0158-42-5201 Fax 42-5134 E-mail：info@engaru-rc.com

【例会場/日】北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目 ホテルサンシャイン Tel 0158-
42-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)
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2016～2017年度

6月24日 38 34 30 15 100%
6月29日 40 36 27 79.4%

竹内 徳治
出席委員長⑥

例会日 会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席数 会 員 数 アップ出席報告

【1面より】今から７年程前のこと、テレビを観
ていると、｢道」の漢字は、なぜ「首」の文字で
構成されているか、そのようなことを学問的に研
究された白川 静(故人)さんという学者が紹介され
たのです。興味を持った私は、早速、白川さん関
連のわかりやすい書籍を手に入れました。自分と
しては、とても興味深い内容であったので、その
ことを紹介したいと思います。

白川 静さんは、漢字の体系的なつながりを明
らかにした学者であり、文化勲章を受けた漢字学
の権威です。白川さんの漢字学を通して、漢字の
ルーツを紐解けば、容易に漢字の理解が深まるも
のと思います。
漢字のルーツは、約3200年前の中国の殷王朝が

トに用いた「甲骨文字」が始まりで、当時は、亀
の甲羅や牛の肩甲骨になどに文字を刻んでいまし
た。その後、周の時代にかけて、青銅器に文字を
鋳込んだ「金文」ができ、秦の時代の「小てん」
という文字を経て、約1800年前の漢の時代に、ほ
ぼ現在の書体に近い漢字ができあがりました。

中国では、紀元百年頃、漢字の聖典とされる
「説問解字」がまとめられ、既に漢字が体系化さ
れていましたが、白川さんは、甲骨文字や金文の
独自研究により、そんな「説問解字」にメスを入
れ、中国には無い、新しい漢字学の体系を創りあ
げた方なのです。

前置きが長くなりましたが、それでは、早速、
印象深かった漢字を紹介したいと思います。

社会奉仕副委員長 高橋 義詔 会員
社会奉仕を楽しみながら活動する、をモ

ットーに環境保全の取組として太陽の丘遠
軽公園の植栽、コスモス園の草取り等、ほ
ぼ事業計画通りやれましたが、｢介護施設
への支援・協力｣は日程が合わず実施でき
ませんでした。

会員相互が奉仕活動を楽しくできるよう努めて
参りましたけれども今後一層努力していきたいと
思います。一年間皆さんには大変お世話になり有
難うございました。

ニコニコ
ＢＯＸ 佐久間 英昭 親睦活動委員長⑤

黒坂貴行会員 会長退任 10,000円
遠藤利秀会員 幹事退任 5,000円
中川満之会員 副会長退任 2,000円
日野邦彦会員 SAA退任 2,000円
金谷正一会員 国際奉仕委員長退任 2,000円
佐久間英昭会員 親睦活動委員長退任 2,000円
海野 功会員 プログラム委員長退任 2,000円
渡辺 勉会員 会員組織委員長退任 2,000円
渡辺政俊会員 クラブ奉仕委員長退任 2,000円
渡辺政俊会員 結婚記念日 5,000円

2016-17年度 合計544,400円
☆閉 会 点 鐘：黒坂 貴行 会長
☆今月会報担当：高井 一博 会員
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