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浜松 RC・浜松西 RC・浜松中 RC
３RC 合同例会
会 場： ホテルコンコルド浜松
＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊
点 鐘： 山下善彦 会長
ロータリーソング： 我等の生業
ゲスト
元 SBS アナウンサー
鈴木 昭儀様
会長挨拶
☆ 蓮池 康彦 浜松 RC 会長

第１４１５回例会

クラブ創設順に浜松からとなって
いましたが、変更がありそうです。
青少年交換は現在２校から派遣学
生の希望があり、受け入れクラブ
などの協議の必要性があると今年
度のガバナー補佐が判断された様
です。クラブ例会にて結果の報告
ができることと思います。
二つ目はガバナー月信第 2 号に
載っていた「分区再編成について」
です。他の分区のパストガバナー
と話をする機会が有り、此の事に
付いて聞いてみました。地区諮問
委員会に於いて地区全部の新・旧
ガバナー補佐様全員に確認をし
て、この発表となったとのことで
した。因みにこの文書は最終決定
報告だそうです。
☆ 早川 和幸 浜松西 RC 会長

浜松西ロータリークラブの早川
会長様始め会員の皆様方に於かれ
ましては本日 3 クラブ合同例会の
ホストクラブを快く御引き受け下
さり感謝申し上げます。
この 3 クラブ合同例会開催に成
ったのは今年の PETS においてで
した。早川会長には進んで幹事クラ
ブを御引き受け頂き、また善彦会長
には本日の卓話のゲストを紹介頂
きました。誠に有難う御座います。
3 クラブ共通の報告を致します。
一つは来る 8 月 28 日に RI 第
2620 地区“新”静岡第 5 グループ
第二回会長・幹事会がグランドホテ
ル浜松にて開催されます。内容は次
年度の分区再編に伴う G 補佐や
IM.の主管について、それから分区
青少年交換事業の対応になるかと
存じます。前回、次年度 G 補佐は

本日は皆様御出席頂きありがと
うございます。この３RC で合同例
会をするのは初めてではないかと
思います。
この合同例会はロータリアンと
しての友情を深める場ですので、
ぜひこの例会を楽しんで更に友情
を深めて頂きたいと思います。
分区の再編で来年からは、11RC
620 名の大所帯になります。隣のグ
ループではかなり議論がされてい
るようですが、次年度からは新た
なグループで新たな仲間とやって

週報 NO. ５

いくということで皆様の御協力を
お願い致します。
☆ 山下 善彦 浜松中 RC 会長

本日は、3 クラブ合同例会を各ク
ラブの会長さんと相談し計画をさ
せて頂きました。先ずもって、こ
の準備・設営にご尽力を頂いた浜
松西 RC の早川会長を始めとする西
クラブの皆様に感謝申し上げま
す。今後も是非、皆さまと共に力
を合わせ、地域に認められ、存在
感のあるロータリー活動をして魅
力ある・誇りが持てるロータリー
クラブを目指して共に頑張って参
りたいと思います。その為にも、
こうして 3RC の会員の皆さんが一
堂に会し友好を結び、且つロータ
リー活動に対してお互いに刺激を
受けて参りたいと思います。
さて、来年度から組織の再編が
行われ、現在の 2620 地区第七分区
に第六分区の内、浜松北 RC・浜松
東 RC・浜松南 RC が加わるようにな
ります。本年度は、RI 会長がテー
マを「変化をもたらす」と掲げて
おります。これを掘り下げながら
議論をして行かなければと思って
います。ロータリークラブの過渡
期になるのではないでしょうか。
会員の皆様にも是非ご認識頂けた
らと思います。

何年かするうちに、私の隣の解説に
世界には 4000 とも 8000 とも言
パワー浜松会長ご挨拶
挨拶
パワー浜松会長ご
はフォークボールの神様
・杉下茂さ 語があると言われていますが、
英語
んがいました。放送席からは野球が が世界共通語になっています。
良く見え、特等席のようでした。
オノマトペという言葉を聞いた
講師紹介：山下善彦会長
私は夕方のニュースワイドを 10 事がありますか？擬音語、擬態語の
1945 年 10 月浜松生まれ。早稲
年間やらせてもらいました。民間放 ことで、日本語の特徴です。脳と言
田大学卒。私は高校、大学で同級生
送はあまりニュースをやっていな 葉の研究をしている黒川伊保子さ
です。卒業後 SBS に入社し、アナ
かったのですが、青森の放送局がま
幹事報告んは次のように言っています。「一
ウンサーとして色々な番組を担当
ず始め、半年遅れで SBS もやるこ つの土地において似たような骨格
されてきました。2005 年退職後、 とになりました。当時夕方の時間帯 を持つ民族が同じような生活習慣
フリーで活躍されています。
は漫画の放送が多かったので、大人 を重ねながら作り上げてきた母国
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
の方からの支持を得ました。
語は風土と意識と身体感覚と言葉
♪鈴木昭儀様
顔も結構覚えられて、街を歩いて がしっかり結びついているので、言
いると声を掛けられたりしました。 葉に込められた情感が自然に深く
ある時、ある人から「鈴木さん、テ なり、意味ではなく、感じで伝え合
レビ映りがいいんですね」と言われ うものが圧倒的に多くなる」。日本
ましたが、
「テレビ映りもいい」と は自然と共生し、自然に感謝しつつ
言ってくれれば・・・。この助詞の 生活をし、外国からの圧力もなかっ
使い方は難しいですね。
たという成り立ちが日本語の美し
また、助詞や語尾の変化を使っ さを作っていると思います。
て、文を繋げる言葉を膠着語と言い
ギリシャの哲学者ソクラテスは、
今まで日本語をツールとして禄
ます。こういう柔らかさがあるの その弟子プラトンによると「発音体
を食んで来ましたので、日本語に感
で、外国語もすっと取り入れること 感と意識と所作情景がほぼ完全に
謝しながら今日は日本語について
ができます。文字も漢字、ひらがな、 一致した言語が、考えうる言語で最
考えていきたいと思います。
カタカナ、縦横どちらも書けるとい 高に美しい言語だ」と言ったそうで
子どもの頃はプロ野球の選手に
う柔軟な言語です。ですからワープ す。
なりたいと思っていました。中日ド
ロの開発には苦労したそうです。
小学生も英語を学習するように
ラゴンズが優勝してとても感激し、
日本語は母音を主体に音声認識 なりましたが、日本語は素晴らしい
父がグローブを買ってくれたので
される世界でも珍しい言語です。日 環境で育ってきた言語であること
野球少年になりました。小学校、中
本語の母音は 5 つだけで、無意識で を踏まえて、日本語も大事にして頂
学校と野球を続けましたが、プロに
出せる自然の音です。国によっては きたいと思います。
なるのは難しいのではと思いまし
子音を強く出さなければ言葉にな ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
た。野球に関わる職業は何かないか
らない所もあります。日本語以外に
と考えて思いついたのが野球中継
は子音が多いですね。
のアナウンサーです。北高時代は野
母音と子音で作る最小単位の音
球に目もくれず放送局を目指して
を拍と言います。50 音に加えて、
勉強しました。昭和 39 年、早稲田
濁音、半濁音、鼻濁音、促音、拗音、
大学に入学し、アナウンス研究会に
長音等も加えて、全部で 111～115
入りました。そこで逸見政孝とも出
が日本語の基礎的な音です。中国語
会いました。彼は大阪の人で、共通
は 400、英語は 3 万と言われていま
語のアクセントに苦労したようで、
す。我々は最少数の音で言語活動を
伝説も生まれました。
続けてきたことになります。ですか
アナウンサーの試験は当時も倍
ら同音異義語もたくさんあります。
率が高く、全国どこでも受けに行く
同音異義の区分けに必要な一つ
人も多かった中、私は運よく地元の
はアクセントです。または文脈の中
放送局に入りました。開局 6 人目の
で識別できます。イントネーション
男のアナウンサーでした。
はアクセントと違います。文の高低
昭和 49 年、草薙球場にナイター
や遅速などで、会話を盛り上げるこ
照明が付きました。その時、フラン
とができます。抑揚とも言います。
チャイズを持っていなかったロッ
世界史を振り返ってみると、民族
テ・オリオンズが仙台と静岡を準フ
ごとに体の構造、口の筋肉も異な
ランチャイズに決めました。そこ
り、発音しにくい音もあるようで
で、SBS がプロ野球の中継を全国
す。例えばインド人の英語はわかり
にネットする発局になることに。い
にくいし、モンゴル人の日本語はな
よいよアナウンサーになりたかっ
めらかです。
た究極の機会が生まれました。
スマイル
卓話「日本語をしゃべるって」

