(1) 2018(平 成30)年 9 月20 日 発 行

国際ロータリー 第２５００地区 第４分区

＜ 基 本 的 教 育 と 識 字 率 向 上( ロ ー タ リ ー の 友) 月 間 ＞

2018 ～2019

Weekly Report№９

遠軽ロータリークラブ

第２８８８回 通常例会記録

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

本 日 の プ ロ グ ラ ム

日時：2018年 9月13日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：渡辺 政俊 直前ＳＡＡ

2018年 9月20日(木) 18:00～

夜間例会・懇親会
親睦活動委員会

次 回 の プ ロ グ ラ ム

★開 会 点 鐘 ：遠藤 利秀 会長
★国
歌：君が代
★Ｒ ソ ン グ ：我等の生業
★四つのテスト：木村 一則 君

会長報告

2018年 9月27日(木) 12:30～

例会出席の意義と出席率の
向上について 出席委員会

遠藤 利秀 会長③

本日の例会は、9月1、2日に行われたライラセ
ミナーの報告の予定でしたが、会員卓話に変更に
なっています。卓話をしていただく佐藤直也会員
よろしくお願いいたします。
先週の職場訪問例会は北海道を襲った北海道胆
振東部地震の影響で休会となりました。訪問予定
先だった遠軽信用金庫の島田会員、ご迷惑をおか
けしました。またの機会にお願いいたします。
9日に予定していたロータリーデーもコスモス
フェスタイベントの延期で開催できませんでし
た。コスモスフェスタイベントは一昨日の打合せ
で10月7日に開催されることが決まりました。ロ
ータリーデーもイベントに合わせて開催したいと
思いますのでご協力をお願いいたします。
9月6日の未明に発生した大地震。北海道で初
めてとなる震度7を記録し、各地に大きな被害を
もたらしました。被災された皆様に心よりお見舞
いを申し上げるとともに一日も早い復旧を祈るば
かりです。
地震発生時、私は2階の寝室で寝ていました。
明かりをつけずに真っ暗な中で寝ていて地震には
全く気付かず、いつも通りに起きて明かりをつけ
ずに 2 階 から1 階に 階 段を 降 りよ う とし ま した
が、普段は見える階段や手すりが見えなくて目の
調子が悪いのかなと思いながら降りてきて照明を
つけようとしましたがつかないのでそこではじめ
て停電だと分かりました。階段が真っ暗で見えな
かったのは、外灯の明かりがなかったからでし
た。遠軽町内の停電復旧までの時間は地域によっ
て違ったようですが、私のところは23時間後の
本日のプログラム
翌日2時に通電しました。一日弱でしたが、食事
はつくれず、お風呂も入れず、仕事もできず、テ
レビやネットからの情報も得られずということで
電気の有難さが身に染みた１日でした。
しかし、考えてみると世界には電気がない暮ら
しをしている人、水が自由に使えない生活をして
いる人、もっとひどい状況の中で生活をしている
人がたくさんいます。ロータリアンとしてそのよ
うな人たちの助けになる活動をしていかなければ
ならないと強く感じた災害でした。
先ず、私たちが今できること、節電にみんなで
協力をしていきましょう。

幹事報告 東海林 勉 幹事

１．9月6日の例会は会長報告の通り、休会となりま
した。なお、7日のロータリーデー準備作業中止
の連絡不徹底があり、お詫び申しあげます。
２．臨時理事会にて次の2点が承認されました。
a. コスモスフェスタの順延によるロータリー
デー・チラシとシールの日にち訂正の印刷費
15,000円＋税
b. 地区より要請(9月25日まで受付)の第2510地
区への地震災害義援金30,000円拠出

３．えんがる観光協会と第23回花火大会実行委
員会よりコスモス開花宣言花火大会の礼状。
４．第2500地区より先の北海道胆振東部地震で
甚大な被害を受けたRI第2510地区への義捐金
受付に対しては、臨時理事会報告の通り。
５．秋の全国交通安全運動(9月21日~30日)遠軽
町街頭啓発の実施について、依頼状。
日時 2018年9月28日㈮ 午前10時より
場所 遠軽警察署庁舎前(遠軽町大通北5丁目）
６．第47回

ロータリー研究会の案内。

委員会報告

◇海野

功

親睦活動委員

・今月の結婚記念日、おめでとうございます。
吉川 紘君①
乾 禧實君
・今月の誕生日、おめでとうございます。
石井朋子君②
金谷正一君④
成田弘明君
日野邦彦君
・今月、祥月命日を迎えるので供花を贈ります。
④
竹内徳治君⑤
【2面へ】
【名前の後の○数字は写真の中の番号】
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本日のプログラム

会員卓話

日本語に興味があって読んだ高島俊男さんの著作
｢漢字と日本人｣を中心に話したいと思います。
３世紀頃から日本に漢字が入りました。最初は漢
字の音だけを使用(発音記号として使った～万葉が
な)。しかし同音異義語が多くなります。高、校、
行、孝、講、など百以上(2百くらい？)。
漢字の音も１種類ではない。地方、時代によって
読み方が違った。例えば、発言(はつげん)、透明
(とうめい)は漢音。発議(ほつぎ)、灯明(とうみょ
う)は呉音。また、一つの漢字に対する読み方が沢
山ある、例えば、“本日(漢音＝じつ)は、二十日の
日(呉音＝にち)曜日で、日本晴れです”のように。
やがてカナが発明され、漢字カナまじり文が日本
語表記の一般的な使われ方となり、同音異義語の漢
字も沢山あったが、大きな問題とならなかった。
明治維新の頃、漢字を捨てて音標文字(表音文字)
を使わねばならない、などと考えるリーダー達もい
て、漢字撲滅運動が盛んになりました。
その一方で、西洋の物事を学ぶため大急ぎで様々
な文献が翻訳され、漢字２文字を使って新しい日本
語を膨大な数作り出した(数千から数万に達する和
製漢語)。科学、物理、化学、等など。
発音は気にせず意味合いだけ考えて作ったので、
膨大な同音異義語があらたに誕生してしまった。工
業、鉱業、興業、興行、などなど。
日本語(特に明治以降)は、口から発せられた言葉
だけでは意味が確定しない。文脈の中でその語の漢
字を瞬時に思い浮かべて意味を確定させている。漢
字がなければ意味が確定しない。
明治時代の漢字撲滅運動は内部分裂もあり消滅し
て行きます。しかし、文部省内では国語改革運動が
続いており、明治30年に日本語表記の音標文字化
(表語文字)、つまり漢字廃止が政府で決定された。
戦後、国語改革を主導するのが国語審議会で、明治
以来戦争終了までの40数年間に何度も改革案を提
出するが、言語学者、国語学者、文学者(森鴎外、
芥川龍之介など)が大反対。大正時代から新聞社が
加わり、やがて多数をしめる。

出席報告

例会日
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敗戦後、アメリカの教育使節団が来日した際、反
対勢力が接触し、漢字廃止の勧告をだしてもらう。
しかし、昭和20年11月、文部大臣が国語審議会
に標準漢字表の再検討に関して諮問し、漢字主査委
員会が設置。1年後に当用漢字1850字が答申され、
後に内閣訓令及び告示公布されました。
現在、漢字制限のまま漢字廃止には至っていません。
漢字制限と表記法の変更によって、明治から戦前
までの文章に簡単にアクセスできなくなりました。
例えば、若い人は夏目漱石を読めない、ように。
言語と思想、国語と国民性、国語と国字は密接な
関係にあり、文字は単純な道具や機械ではないので
新聞社の責任はきわめて重い。
カナに意味のない＝だ捕( 拿捕)、こ線橋(跨線
橋)、ほ乳類(哺乳類)の“だ、こ、ほ”など＝の言葉は
漢字制限、撤廃すべきでしょう。
言葉は漢字を書かなければ意味をなさないから、
漢字で書くべきですが、しかし、合う、会う、遭
う、逢う、遇う、これらは全部「あう」でいい。
取る、採る、撮る、盗る、捕る、穫る、盗る、摂
る、獲る、執る、録る、これらは全部「とる」でい
い。漢字使用は自制すべきでしょう。

委員会報告-2

◇加藤 幸徳 メディア委員長
｢ロータリーの友｣9月号28～29頁、ポリオサバイ
バーの実話映画｢ブレス 幸せの呼吸｣の記事が載っ
ています。ぜひご鑑賞頂きたいと思います。
◇島田 光隆 会計
お手元に配布の「2017～2018年度 収支決算報
告書」についてご説明申しあげます。
収入が予想よりも増え、数年前より回復できて、
少し余裕が出来ました。
◇竹森 英樹 会員＜北海道電力(株)送配電
カンパニー遠軽ネットワーク所長＞
9月6日未明に発生した｢平成30年北海道胆振東部
地震｣により道内全域で停電し、皆様には大変なご
不便をお掛けし、深くお詫び申しあげます。
現在、電力の需給状況が非常に厳しいので、皆様
には最大限の節電をお願いします。

ニコニコＢＯＸ 海野 功 親睦活動委員
吉川 紘君 結婚記念日
石井朋子君 誕生日
金谷正一君 誕生日・新社屋落成
竹内徳治君 祥月命日
髙橋義詔君 北海道マラソン完走
加藤幸徳君 専務就任
2018-19 年 度 合 計

5,000円
5,000円
15,000円
5,000円
3,000円
5,000円
合計 133,000 円

☆閉会点鐘：遠藤利秀会長 ☆今月会報担当：加藤幸徳委員
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副委員長：石井定男

8月30日 41
38
25
3 73.7%
委 員：佐久間英昭 本間克明 西 清治
9月13日 41
38
27
71.1%
竹内徳治 東海林勉
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【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 015842-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

