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－みんなに奉仕を
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l983～84年度RI会長ウfリアムE. スヶルl､ン

みんなにロータリーを
ShareRotaryNo.15(1983～1984)

第59回例会昭和58年10月11日（火）晴
へ

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会員48満出li'if 36"

出席*76.60%

◇前回10)14 1 1 (催, lillll,'i';*)97.87%

1nakeup

安藤{'.(10/6瑞穂)，深兇,ﾊ. (10/3LII), 鈴水

（『IZ)-ﾊ.(10/"(| ’ll),W;!}ハ.(9/28WIfi), fl l l l l

：ｲﾄ(10/8､] l l 1)

◇ビジター紹介8満

◇誕生日祝福

成1 11夫人(10/14), {:11 1 1 1夫人(10/14), 力i l ll*

（保)夫人(10/17),久保l l l人人(10/18)

◇ニコボックス

秋IlI,h･ （ﾉ|xl iの榊波樹の紹介をさせて1関きま

す), *$l l :ﾊ･ (! | ' I IWillMに偶,|kされまして),

水野（雌）ハ･(寛i棚」蝋ドが)ll"- IT:ボウルに

御台脇c身障稀の社会参力l lにつき御激励さ＃'，
感激いたしまして), ,J1):ハ.(･y･ントリーの広

く1fで新IMに褐戦されました(/)で),水M1:(1&)

ﾗｲ_l., 1',.川ハ｡，加藤(ﾉ<)II",行1 1", lf深｛;.,

杉''1洲．，無載り1．，戒l l1 .l;.,菊池(l.、橘水門，

新災化林/;・・ 人1 1閥．（ガバナー公式訪|川が

無j1終J"しましたので),"/|く(II;)ハ,.(このた

び次ﾂjが公:認公訓･l~の篭録を致しました),

加藤(敏）閥.(水ll lll遇させて腕きます）

◇谷口副幹事報告

1． 次l''l例会ば161 i(I I), 17ily30)jよりj1l'7-

丘ポウルにて家族公を1j･います．従って18

1 1（火）の例会ばございませんのでお|川迷い

のないようお願いします。

2． 第265地低野洲R.C.の!忍祉状仏述式の

御案内が来ております”参加希瓠蒋は j:: ""

ル,jまでおl l'しII1ドさい。

◇加藤(敏)君3分間スピーチ

4x[ 11IL過させて砿きま ;-のも，伽&f}人3人

ものアキレス腱の脚'1が雑えているからであ

ります。 ユ11病院でこうした怪我の患者が顔繁

にあるのば残念です。どうぞスポーツをする
前ば準俄体操を充分に#j･ってから楽しむよう

に御汁意ドさるようお願いいたします。
◇秋山青少年奉仕副委員長報告

101･121 1(I I),"7回ローターアクI､クラ

ブ公1邉枠1F。部門別協議会がWIMfil｣の勤労ii,i

ド||:公館にて， ローターアクトクラブ公山153

名， ロータリアン169名の参加のもとにl)|1{IM

されましたので御，糀告II1しあげます。お話し

の''1で，第260地区内の結成率は12形で，平

均30%の率を低く~ﾄli:I|っております．今後ど
のように塒やしていくかを11j少年奉仕委幽会

のlilI究材料･に，当クラブのI拠題として進めて

いくﾉﾘi〃ですので，緤様の御協力をおl猟いし
一犯手．

謀~9o

◇竹内会長挨拶

先週は奥澤ガバナーをお迎えして公式紡問

を無,II昔に終rいたしました。 ミ'1 i lの例会での
!IWIIスヒ､－チでは, ShareRotal-yの' | 1,&

li畑強と質に関連して了Rの質』とはrその

メンバーの財力でもなければ社会的地位で決

まるものでもない．勿論その側|伽はあるけれ
どもRの桁神にそって活発なるactionを起

こせるメンバーを如何に多く確保するかで決

まる坐と仰高.っておられました。常々ラベル

ボタンメンバーであってりまつまらないとl llし

｜えげている,風､として!ま我が恵を僻たりのImf!i

ちでｲﾄ聴いたしました‐

例会前のガバナーと会長幹'j:等との懇淡で

ば， 二l皇として新′iRCとしての『会員間のコ

ミュニケーションきが一大テーマとなりまし

た。

参ﾉﾗまでにIIIし上げますと，①.移動の少な

いメンバーを'.| 1心に遮営する②例会外の例

会を磯公をみてなるべく多く開催する③趣

味の公を活発にする④委員会の開催を義務付

へ
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けて会腿から指命する⑤秀典会も使数の委

員会を合lilでMHき組合せを随liｻ変災して|)M催
する⑥夜間例会の型式が|輔怠のない券|II1"

の醸成にはよろしかろう⑦ロータリー'l,'iW

の一隅の徹底をはかる③同じR.C･のメン

バーとはいえ，年齢，職業，趣味呼々でグル

ープ化し勝ちである， このgapsを砿械的に

除く手段を理'j;会嘩で勘案されたら如I!ﾘ聯々

雑談的に御指小を頂きました。

又当F"R.C.では未だ問題にはなりませ

んが， イI数を経ますとロータリー朧のlliい人

と新しい人との隔たりが4iずるそうですし，

又一方会没の軽減とクラブ規椣のllil題も！iIW題
にのぼりました。
例会後のガバナーと併委興隆とのアセンブ
リーに関しては， ｜幾公をみて弁委此腿より繩
告をして頂きたいと考えております。 ‘;＃は変
りますが名占屋甚ｲﾘ． というのがありま

ウタ ウ写

す。前唄があり，本'11があり，そのあとに橘
IIT屋我物というのがつきます。私も一lllf/rkk
亡き家元の甚蝋姐さんに直々に教えてjriきま
したが，その つを御糾介しまj-と
「名11l.臆名物おいて頂蛾もにすかたら

んにおきやァせ。ちょっともだちやかん
と ぐざるぜえも。そうきゃもそうきゃも
なんであァも。いきやすかおきやすかど

みや

うしあァす｡お前様この域どうしやァた
liI処ぞに卯でも出来せんか。川来たら川来た

かんと

と冑や了.せも。私も勘毒があるわゃフ･も。
はや

おそぎゃう.ぜえも」と速l lに一・女(にll13,I(で
あります。

*I IW<l l lll.の御紺介でilﾘI I IWfl11lの竹'ﾉ'さん
に「東ﾙﾐことば・名III催ことば」でスピーチ
を賜ることになりました。満, lil.14,!fｲﾘの尚I I I
膿なまりには比か誇張があり，朧史'''1fl , ' ,)"
弁とも筒えましょうが， さて#〃jを変えてど
んなおI活がﾉﾎわれるか楽しみであります｡

◇講演

“東氷ことば・名I I I~雌ことば”

！'ﾘ1 1 1新|111MI,雌委ji竹内俊男氏
（紹介荷秋l l lｲ|.)

名III盤弁は汚い， と火乃(人は, ;.う°人|収入
も111じようなことを! iFって批判する。そして
2'1の名I I I･膣人まで, ", I!雄弁は汚いでねえ，

51

(6

などと1-fってII災く。名,1,厘弁とはそんなに汚

いものだろうか。
杵さんは， こんなことを経験したことはな

いだろうか。息fや娘の服装や言動が気にな
って{|･方がない。注意すると，隣のだれだれ
ちゃんだって同じことをしているのに，なん
で僕（私）だけ'I上られるのか， と口稗えをす

る。ついカツとなって怒鳴る。しかし冷静に
なって考えてみると，息子たちの言う通りな

のだ。だが，やっぱり気になる~ ･ ~ ~ ．。それは
%Jj.~という血のつながりがあるからなのだ。
つまり「同質」だと，磁万の同種が反発し合
うように， 恥いに排除し合うような力が働く

のである。
名1I1催弁の立場にも，そういうところがあ

るように思われる。つまり名古膣弁は，東京
‘淵と同質（たとえば来京も名占屋も同じ2種
アクセント）なのだが，親fの顔や性終に違
うところがあるように，異質なところがあ

る。それが気になって仕方がない。大阪弁と
の|％係も似たようなもので，それが反発を生

む。そこで，東京と大|坂の両方から，名古屋
弁は汚い， と言われる。繰り返し言われる
と，ついつい名III 膣人''1身も，名古屋弁は汚

い， と思い込むようになる。具体的に言う
と，

火｣j(のことばとl,j質なもの－大根や魚ば
‘縦ル(IMllLiは炊ク）。本は賀ツテクル（関四
は災ウテクル）。ペンをIIﾔりル（淵西は借
ル）など。
｜〃lﾉﾘと似た間.い方をするもの－味II関汁が

カライ （東京はショッパイ）。そんなことヨ
ーヤランワ(火皐は卜テモデキナイヨ)など。
そこへ名III･腿独特と思われているナモと

か，～ガヤとかが加ｵ)る（火は， これらは他
の地方にもあるのだが）。そうして先ほど話
したような心抑過程を縦て「名占膣弁は汚
い」という1坪~l'lliが生まれるのである。
それでは「美しい」と感じられている東京

｜禍の場合はどうか。尖はﾙUj(!浦というのは，
その朧史をたどれば, *1l野だとされたllli代が
あった（ロドリゲス『l l水火文典11 ) し，べ

えべえ,;典といわれるif1束I洲が'1:体だ。東京
！渦の敬,禍体系だって，江):r llli代に，京都の
「1111ﾘiことば」を'諭人してできあがった「お
膿蚊ことば」を引き継いだものだし，標準詔
としての地位も, 1ﾘl治のi l '期以後，ようやく

IM:W:したものだ。 ノゲの火求人が誇るほどのこ
ともないのである。
",iハとフランスI禍とドイツ而#の，どれが股

も汚いか，などという'州いがナンセンスであ
るように，どの〃! ;・が災しくて，どの力画.が

汚い，芯どというのは，全く非科学的だ。
（文黄・秋ll l)

◇次回例会（10ﾉ｣16II)

秋季家族公の為， ！｛〔‘活はございません。
◇次々回例会（10ﾉ]25II)

ji佛淡 “知られざるアメリカ”
そう･ウう

ロングビーチ禅センター上磯松岡操雄氏

（紹介者杉山君）
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