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第 1132 回例会報告                             2 月  22 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  3 月    1 日（水） 次週予告  3 月   8 日（水） 

◎ソング 「君が代」「我等の生業」 

            馬場 和代 会員  

◎プログラム  クラブ協議会 

                                   

◎ソング 「我等日本のロータリアンの歌」 

             野木 久子 会員 

◎プログラム              

宝塚演奏家連盟コンサート（第5回） 

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

今の今まで当たり前に使っていた言葉が、間違い

だったとしたら、「なぜ気付かなかったのか、なぜ

誰も教えてくれなかったのか。」という話です。 

 

「訂正でんでんというご指摘はまったく当たり

ません。」先月の参院代表質問で、安倍晋三首相が

民進党の蓮舫代表の質問に対して仰天の発言をし

て話題になりました。 

「云々」を「でんでん」と読み違い。国民は、

まさかこれまでの人生でずっと間違えてきたのか

と驚きました。書かれていた言葉をうっかりそう

読んでしまったのでしょう。そう言えば、かつて

麻生（太郎）さんも未曾有を「みぞうゆう」、踏襲

を「ふしゅう」と読んでいました。 

 

ケース①当たり前に使っていた漢字の読み間違い 

「得意先の方が、ゴルフコンペで優勝したので、

『さすが、ゲンジンはだしですね。』と持ち上げた。

『もしかして玄人はだし？』と呆れられました」 

「取引相手に電話で『ソフの資料見てもらえまし

たか』と尋ねたところ、『祖父の資料ですか!?』と

驚かれて、話が嚙み合いません。隣席の同僚が教

えてくれて、ようやく『添付』と読むのだと気付

きました。未だに〝おじいちゃんっ子〟とからか

われています。」 

漢字の読み方や使い方を間違える、こうした体

験談は後を絶ちません。進捗を「しんぽ」、訃報を

「とほう」、各々を「かくかく」、汎用を「ぼんよ

う」と読むのも要注意です。 

元 SMAPの木村拓哉は、昨年末で終了した『SMAP

×SMAP』の料理コーナーの収録で出汁を「でじる」

と言い間違えたという逸話も残っています。 

 

ケース②意味を想像し過ぎました 

「会社から送られてきた源泉徴収票をチェックし

ていたら、娘が驚きながら『うち、温泉出たの？』」

どうやら温泉を掘り当てたら、その分の税金を取

られると思ったようです。かけ流しでもするつも

りだったのでしょうか。

 

  R.I.会長テーマ 

   “人類に奉仕するロータリー” 

      会長 ジョン F. ジャーム 

●創 立 平成 5年 4月 10日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 

●新事務所  〒665-0845  宝塚市栄町１丁目１７－８－２  

●電 話 0797-83-1110  FAX  0797-83-1110 

●会 長 山本 章太郎  ●幹事 芝池 巌  ●会報委員長 前田 正明 
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ケース③こんな聞き間違い、自分だけ？ 

かつて多くの子供たちが「兎追いしかの山」（童謡

『ふるさと』より）を「兎美味しい」と聞き間違

えていたのと同様の事例が多々あります。 

「テレビ番組の CM 前後に『この番組は、ゴラン

ノ・スポンサーの提供でお送りします。』とアナウ

ンスがあります。どの番組でもそうなので、ゴラ

ンノという大企業が提供しているのだろうと思っ

ていました。」 

 

ケース④カタカナの違い、どっちがどっち？ 

人間ドックを人間ドッグ。ビックカメラをビッグ

カメラと間違えるなど、カタカナの濁音は勘違い

しやすいものですし、次々と新語が登場するのも

やっかいです。 

シミュレーションをシュミレーションと言い間違

えるケースも、よくあります。また、いざ書くと

なると、テッィシュか、ティッシュか。『ッ』の位

置に迷いませんか？  

 

ケース⑤見たまんまを信じていた 

「ある日、電話がきて『手みやげを用意しようと

思うのだけど、やらとの羊羹でいいかな』。その時

は、何を言っているのか分からず、『いいんじゃな

い』と適当に答えてしまいました。」 

虎屋は室町期に京都で創業した羊羹の老舗です。

右から左書きに商号を登録しているため、暖簾や

看板の表記は「やらと」となります。 

赤面ものの勘違いを笑いに昇華できるかどうかで、

あなたの器が試されますね。 

 

今回の本は「老いる家 崩れる街 住宅過剰社会

の末路」 講談社現代新書 野澤 千絵著です。 

「人口減少社会」なのに「住宅過剰社会」という

不思議な国に私たちは住んでいます。 

住宅過剰社会とは、世帯数を大幅に超えた住宅

がすでにあり、空き家が右肩上がりに増えている

にもかかわらず、将来世代への深刻な影響を見過

ごして、居住地を焼畑的に広げながら住宅を大量

につくり続ける社会のことです。 

 

空き家が右肩上がりに増え続け、15年後には 3戸

に 1 戸が空き家になってしまうにもかかわらず、

都市部では相変わらず超高層マンションが林立し、

郊外では無秩序に戸建て住宅地の開発が続いてい

ます。 

目の前の利益ばかりを追うのではなく、長期的

な視野でまちづくりを考える「行政・企業・市民

のセンス」が重要だと、本書は気付かせてくれま

すので、行政で都市・住宅に携わる役人や政治家

には必ず読んで頂きたいですし、これから住宅を

購入しようと考える消費者も、ぜひ読んでおいた

方がよいと思います。 

銀行員の苦労の一端が分かったような気がします。 

 

 

卓 話  

林田 充弘 会員 

「プロゴルファーはなぜ 300ヤードも飛ばせる

のか 秀道流「飛ばし」の極意」 (GOLFスピード

上達シリーズ)  田中 秀道 (著) の内容を自ら

実験して検証した興味深い話です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○蓮尾 春輝 君 

 I.M.欠席して申し訳ありません。 

 

○木本 玲子 君 

 I.M.が無事に終わって、皆様お疲れさまでした。 

ニコニコ。 

 

○阪上 栄樹 君 

 I.M.が無事終了しました。皆様ありがとうござ

いました。 

 

 

   前回のニコニコ   8,000円 

本日のニコニコ   18,000円 

本日までの合計  806,817円

プログラム 

ニコニコ箱 
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□ソング 

「それでこそロータリー」  

                          小山 一子 会員 

□お客様 

林 小絵 様（ホシコさん 笑いヨガの先生） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 2 32 20 5 78.13 

前々回 

2/8 
34 3 32 24 4 87.50 

 

□幹事報告  

地区大会日程 

3 月 4 日（土）1 日目 

12:00～ 大会特別委員会 

13:15～ 会長幹事会・地区立法案検討会 

14:30～ 青少年の集い 

15:30～ 地区指導者育成セミナー 

     講演 ビチャイ・ラタクル氏 

         “The Spilit of Rotary.” 

17:45～  RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

     ｱﾄﾗｸｼｮﾝ 

     津軽三味線ユニット「Lunare」 

 

3 月 5 日（日）2 日目 

10:00～ 本会議開会 

13:15～ 記念講演 

     高橋政代氏「網膜再生医療研究の最前線」 

14:15～ ロータリー財団創立 100 周年記念 

     学友コンサート 

17:00～  会員家族懇親会 

     ｱﾄﾗｸｼｮﾝ 

     女性ヂュオ「あまゆーず」 

 

 

 

***************************************  

☆☆3月のお祝い☆☆  

会員誕生日   

1日 馬場 和代 会員  

20日 阪上 栄樹 会員 

26日 坂上 安夫 会員 

31日 蓮尾 春輝 会員 

奥様（ご主人様）誕生日  

12日 谷口 千鶴美 様  

12日 田村 庸一 様  

18日 石原 祐子 様 

22日 古川 順子 様 

結婚記念日  

8日 蓮尾 春輝・統子 様  

10日 草野 旦・満里 様 

29日 田中 哲三・寛子 様 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

週間報告 

 今週の本 

「老いる家 崩れる街 住宅過剰社会の末路」 

講談社現代新書 野澤 千絵著 

 

 

 


