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第 1130 回例会報告                             2 月   8 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  2 月   15 日（水） 次週予告  2 月  22 日（水） 

◎ソング 「四つのテスト」 

            田辺 朱希美 会員  

◎プログラム  クラブ協議会 

                 I.M.準備 2回目 

◎ソング 「それでこそロータリー」 

             小山 一子 会員 

◎プログラム  卓 話 

林田 充弘 会員              

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

 日本語は全く同じ音、同じイントネーションで

別の意味を示す言葉が数多くあり、世界でも習得

が難しい言語だと言われています。 

もちろん使っている日本人にとっても例外では

なく、ことわざや慣用句を同じ音、同じイントネ

ーションの単語と一部混同してしまっている事も

多々あります。 

今回は「実は表記を勘違いしていた日本語」ラン

キングです。 

一体どんな言葉が、一番勘違いしたまま覚えられ

てしまっていたのでしょうか？ 

1位 土曜の丑の日 

2位 台風一家 

3位 濡れ手で泡 

1位は「土曜の丑の日」！ 

うなぎのイメージがものすごく強い日付を指す言

葉、「土用の丑の日」の勘違いである「土曜の丑の

日」が堂々の 1位を獲得しました。 

スーパーなどで「土用の丑の日」には鰻が猛プ

ッシュで販売され、目にした事がある人も多いと

思うのですが、「土用」と「土曜」を勘違いしてい

る人が多いようです。 

実際にはイントネーションが異なるのですが、

そもそも現代では「土用」という言葉自体が使わ

れる機会が少なく、一番身近な「土曜」と勘違い

して覚えてしまったんでしょうね。 

「土用」は四季の節目（立春など）までの約 18日

間を指し、「丑の日」は十二支の丑にあたる日を指

し、「土用の丑の日」は年に 4回、6日間だけを指

す言葉となっています。 

2位は「台風一家」！ 

本当は台風が去り晴れ晴れとした天気を指す言葉

なのに、一転して迷惑なご近所さんの名称みたい

になってしまった「台風一家」が 2 位を獲得しま

した。 

「台風一過」が本来の表記ですが、「台風一家」

として覚えられている事が多いようで、良い天気

→迷惑家族とまるで真逆な言葉になってしまって
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います。 

3位は「濡れ手で泡」！ 

手を洗っている途中かな？と勘違いしてしまいそ

うな「濡れ手で泡」が 3位に入りました。 

本来は「濡れ手で粟」と書き、楽をして多くの

利益を得る例え言葉ですが、「粟」という穀物自体

が普段の生活で登場せず、「濡れ手で泡」と覚えら

れてしまっていたようです。 

新聞や活字に触れる機会の多い人は間違えない

ようですが、PCやスマホで流し読みをして他の言

葉に置き換えて覚えてしまっている人たちには、

案外このミスは多いようです。 

 

今回の本は「嫉妬の法則」角川 oneテーマ 21新書 

ビートたけし著です。 

前作の『間抜けの構造』と同様、ビートたけし

の語りを活字化したものですが、彼の広い見識と

含蓄のある話ではありません。かなりの偏見と時

代遅れと思われる考えばかりを話しています。女

性を余りにも薄っぺらな存在として話を進めてい

るので、男の私でも引いてしまいました。 

読んでいくと 1998 年の内容を加筆修正したも

のだと分かりました。道理で例え話が上原謙や宇

野総理の話のはずです。 

昭和のおっさんの古典話を読んでいると思えば

楽しめる本ですが、角川さんも出す本に困ってい

るのでは・・・とつい考えてしまいました。 

 

 

クラブ協議会  

I.M.準備 1回目 

 竹原I.M.実行委員長により当日のタイムスケジ

ュールの説明がありました。 

 

2016-2017年度 R.I.第 2680地区阪神第 3グループ 

I.M.実行委員会組織 

ゼネラルリーダー 大室パストガバナー 

 

ガバナー補佐 阪上栄樹 

幹事 田辺朱希美 

幹事 古川彰治 

幹事 前田正明 

クラブ会長 山本章太郎 

クラブ幹事 芝池 巌 

 

I.M.実行委員長 竹原善記 

I.M.実行副委員長 那須範満 

I.M.実行副委員長 槇野 稔 

 

委員会名 委員長 副委員長 委員 

S.A.A. 石原正裕 馬場和代  

総務及び記録 矢野浩臣 谷口敏彦 橋本有輝 

会場設営 木本玲子 林田充弘 池田美江 

来賓接遇 坂上安夫 中村敏治 定藤繁樹 

ソ ン グ 草野 旦 田村久子  

会  計 野木久子 田中哲三  

救  護 蓮尾春輝 大門美智子 栗田義博 

記録広報 前田正明 大西利哉 森信静治 

親睦交流 草野 旦 小山一子 桑田昭世 

監  査 細川洋一 堀 弘二  

 

 

 

○小山 一子 君 

 皆様しばらくです。お陰様で又生きかえりまし

た。体調によりボツボツ出席させて頂きますこと

でご了承くださいませ。生きているって素晴らし

いことです。ありがとうございます。ニコニコ  

 

○草野 旦 君 

 もう 2月の 8日。18日は I.M.・・・。 

気ぜわしいですね。あっという間に時間がすぎて

いきます。 

 

○那須 範満 君 

 バレンタインのチョコレートをありがとうござ

いました。 

 

○芝池 巌 君 

 今日女性の皆様からチョコレートをいただきま

した。ありがとうございます。 

 

本日のニコニコ  17,000円 

本日までの合計  780,817円  

 

 

□ソング 

「奉仕の理想」  

田辺 朱希美会員

プログラム 

ニコニコ箱 

週間報告 
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□お客様 

なし 

□出席報告 

 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 3 32 23 1 75.00 

前々回 

1/25 
34 3 31 19 5 77.42 

 

□幹事報告 

阪神第 3グループ IMのお知らせ 

日 時 2017年 2月 18日（土） 

    13：00～13：30 登録受付 

    13：30～14：30 本会議 

    14：30～16：00 基調講演 

    16：15～16：45 笑いヨガ 

    17：00～19：30 懇親会 

 

場 所 宝塚ホテル 宝寿の間（新館 6階） 

登録料 1人 10,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性会員よりバレンタインのプレゼントを頂きま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今週の本 

「嫉妬の法則」角川 oneテーマ 21新書  

ビートたけし著 

 

 

 


