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【例会場】福島市上町 4-30
クーラクーリアンテ サンパレス
【例会日】木曜日 12：30
【事務所】福島市万世町 2-5
福島銀行本店内 9F
【TEL】024-536-1010
【FAX】024-536-1011
【mail】f-rotary@guitar.ocn.ne.jp
info@f-rotary.com

川俣 RC 福島 RC 合同夜間例会
例 会 次 第

開会点鐘
本日は川俣ロータリークラブとの合同夜
間例会となっています。夜間例会はなにか
と仕込みや準備が必要であり、関係各位の
ご尽力に改めてお礼申し上げます。
まず先週末に紺野晴郎会員と管野裕一会
員が、福島ロータリークラブの双子クラブ
であるフィリピンのマリキナロータリーク
ラブを訪問し、双子クラブに関する協定更
新の手続きとともにマランダイ小学校支援
事業へ 1,000 ドルの資金提供をしていただ
きましたのでご報告します。
さて前回のあいさつで予告しましたナ
ショナルアイデンティティ（国家意識）と
言葉についての話題を提供させていただき
ます。
みなさんも大いに熱狂されたと思います
が、11/2（土）に幕を閉じたラグビーワー
ルドカップ 2019 日本大会ですが、多くの
方が軽い疑問をもたれたと思いますが、イ
ギリスからイングランド、スコットランド、
ウェールズの 3 チームが出場しています。
さらにアイルランドは北アイルランドとの
合同チームとのことで、イギリスという国
から 4 チームが参加しています。これらの
地域はカントリーと呼ばれているそうです
が、その複雑な歴史的推移を見ると民族や
宗教などそれほどの違いはなく、大きな違
いは主に物理的な領域（地政学）とその言語
であり、それぞれ英語、スコットランド語、
ウェールズ語、アイルランド語が現存して
います。情報交流の頻繁な現在ではこれら
のカントリーの唯一の違いが言語ではない
かと考えられます。
さて話を日本に戻して、日本語、特にやま
と言葉の持つ重要性について考えてみます。
日本社会には古くから「言霊信仰」と呼ばれ
る信仰があり、言葉そのものに霊力が宿っ
ておりその言葉を口にするとそれが現実化
するというものです。これは言葉の持つ力
の一例ですが、これまで紹介しましたプラ
スサム社会である日本文明の特長となって
います。しかしここでは一歩引いて、洋の東
西を問わずその国を特徴付ける精神性を規
定しているのは言葉であり、悠久の時間を
経てきた文明の根幹を成しているという点
を強調したいと思います。
本日は、国家意識の根幹を成すのはその
言語であり、特に日本人は言葉への過剰反
応をその文明的特性としており、その特性
を探ることで日本人の本質の理解に役立つ
ということをお伝えして、本日の会長あい
さつとさせていただきます。

右近八郎 会長

ロータリー・ソング「我等の生業」
ソングリーダー 渡邊又夫 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
川俣 RC 池田義寛会長はじめ 21 名の皆様
米山記念奨学生 ヴォ ティ テュ ハーさん

会長あいさつ

池田義寛 川俣 RC 会長
右近八郎 福島 RC 会長

福島ユナイテッド FC 小銭 BOX について		
社会奉仕委員会 白岩康夫 委員

11/24 ロータリーデーについて		
ロータリー財団委員会 鈴木勇人 副委員長

幹事報告

古川壮一 川俣 RC 幹事
佐藤美奈子 福島 RC 副幹事

閉会点鐘

池田義寛 川俣 RC 会長

渡邊又夫 会員

白岩康夫 会員

鈴木勇人 会員

ソングリーダー

社会奉仕委員会

ロータリー財団委員会

*********
司会

懇親会

親睦小委員会

■ 乾杯

*********

友田久也 副委員長
古俣 猛 パスト会長

■ 懇談
■ 御礼

右近八郎 福島 RC 会長

■「手に手つないで」
■ 閉会あいさつ
五阿弥宏安 福島 RC 会長エレクト
幹 事 報 告

●福島 RC、11/21（木）の例会は祝日の週の
ため休会です。
また、11/28（木）の職場訪問例会は 12 時
20 分に辰巳屋南側（旧商工中金前）より
バスが出ますので、ご乗車される方はよろ
しくお願い致します。
当日は 13 時開会点鐘、その後お食事をい
ただいたのち、工場見学となります。
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懇 親 会

例 会 ス ケ ジ ュ ー ル

クーラクーリアンテ サンパレス
3F「ナチュリール」 18：50 〜

12 月 12 日（木） 12：30 〜 クーラクー リアンテ サンパレス
【通常例会】新会員スピーチ
茂成直政 会員スピーチ ( みずほ証券 福島支店長 )
山貫昭子 会員スピーチ (NTT 東日本 福島支店長 )
■「友」12 月号紹介

12 月 19 日（木） 18：30 〜 エルティ
【年忘れ家族夜間例会】
お客様並びに来訪ロータリアン紹介

■川俣 RC ロータリー財団委員長

■川俣 RC 会長

池田 義寛 様

齋藤 典信

様

川俣 RC 池田義寛会長はじめ 21 名の皆様

■米山記念奨学生

ヴォ ティ テュ ハー さん

フィリピン マリキナロータリークラブ訪問

11/9（土）、フィリピン
のマリキナロータリーク
ラブを訪問し、双子クラブ
に関する協定更新の手続
きとマランダイ小学校支
援事業へ 1,000 ドルの資
金提供を行いました。
ニ コ ニ コ B O X 報 告

本日のニコニコBOX投入額

23件

川俣ロータリークラブ
本日は合同夜間例会、お世話になります。
宜しくお願い申し上げます。
右近 八郎 会長
本日は川俣ロータリークラブとの合同夜間例会です。
いつもおいしい蕎麦の仕込みありがとうございます。
三宅 喬 会員
11/10 の県議選で娘婿西山尚利、おかげさまで当選いた
しました。又、11/3 の文化の日に愛妻が県の文化功労賞を
受賞いたしました。共に皆様のご支援の賜と感謝申し上げま
す。ありがとうございました。
古俣 猛 会員
川俣クラブの皆様、本日は宜しくお願い致します。
シャモ料理、蕎麦、楽しみにしております。
五阿弥 宏安 会員
川俣ロータリークラブの皆様、ようこそおいで下さいま
した。
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¥65,000

累計

¥1,059,000

［報告］

丹羽和也 委員

白岩 康夫 会員
川俣ロータリークラブとの合同夜間例会を楽しみにしてい
ました。
紺野 晴郎 会員
マリキナロータリークラブとの双子クラブ更新調印式に
行ってきました。支援金はマランダイ小学校の歯科検診用設
備購入資金にするそうです。
幡 研一 会員
川俣 RC の夜間例会楽しみです。ごちそうになります。
丹羽 和也 会員
本日は、川俣 RC の皆さんのおかげで久しぶりに美味しい
夕食がいただけました。ありがとうございます。
───────────────────────────
クラブ会員より
佐藤朋幸／安藤健次郎／加納武志／黒崎浩一／後藤忠久／
佐藤英典／佐藤 裕／佐藤美奈子／佐藤 徹／田沼紀美子／
友田久也／村上守人／望月大輔／吉田大樹

