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ロータリーに輝きを

2014-2015年度国際ロータリー会長

ゲイリ-C.K ホアン

管業主/
長佐々木敬史

事官 内 哲 也

.会報委員長三 木 秀

-例 会 日 毎 週 火 曜 日

12: 10-13: 10 

-例会場四国中央蕗工会議所

電話 58-3530

FAX 58-6294 

-事務局四国中央商工会議所

電話 58-3530
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私は車で出張する際はAMラジオをつけている。 FMと違ってトンネル内でも聞けるか

らである。先日ラジオを聴いていると外国人のみた日本の話の中に気づかされたことがあっ

た。「おニュー」。英語の rnewJに、丁寧な言い回しにする接頭語『お』を付けただけの

ものだが、単に新しいということを言うだけではなく、愛情も込めて自慢する際に使われ

ている。「おニューj と言いながら笑みを浮かべる姿を想像できると思います。無機質な

言葉「ニュー」に「お」を付けただけで命が吹き込まれ、意味が深くなる。これを英語表

記しようとすると、単語が並ぶだけかも知れなし'0日本人は外国の物をうまく取り入れて

いる。走りながら聞いたのでこんな主旨の事を言っていたと記憶している。

漢字も独自の進化をとげているが、中国は「言葉の表記記号」の感覚で手間だから略す

というものだから、字を見ても「美」はなく、記号にしか見えない程度。それに対して日

本は略しでも「美」の観点は忘れずバランスのとれた文字になってわる。外人がtattooと

みどりと自然を大切に



かで書く文字は日本漢字が多いと感じている。

略といえば、以前フィリピンに行った際、高速船の船体に rT akes u there fast and 

easy ! Jと書かれていた。何気ない高速船会社のキャッチコピーだが「こんなところで使

うか ?Jと驚いた。 rT akes you there fast and easy ! Jが正解。友達間のメールや

SNSとかで ryouJをruJと略すのはよくあるが、船体には正規で書くべきと思ったが、

ネット社会と現実が入り乱れていると感じた瞬間でもあった。

こんな表現に最初に道遇したのが rcU-SeeMeJである。 Comell U ni versi tyで

CUかも知れないが、 seeyou -see meでお互いが見える TV電話システムの原点で、 94

年に教えてもらった。当時は四国内にインターネット業者はなく、松山大学の卒業ではな

いものの、ネットで知り合った教授にお願いして松山大学でアカウントを貰ってダイヤル

アップで松山大学までつないでインターネットを覚えた。当時の回線速度は愛媛大学に中

央から 1Mで入り、松山大学はそこから 256Kで繋がり、ダイヤルアップは 9.6Kだった

と記憶している。それに対してアメリカは常時接続で学生を始め多くの人がネットを自由

に使っているし、インターネットの概念日体がPCネットとは全く異なっていた。私は日

本にいて PCネットでダイヤルアップが当然だ、ったため、そんな現実を意識していなかっ

たが、常時接続が前提のインターネットの存在に衝撃を受けたし、後に CATVの必要性

を強く感じる元になった。余談だが、 95年の某団体の愛媛県大会をこのCU-SeeMeを

使って「全世界に発信!Jと誇大広告をした。もちろん松山まで電話回線を使って事だっ

たが、 TV会議システムのため 1対 4までの制限だったが、それでも充分だった。なにし

ろ愛媛県内でインターネットをしているメンバーにはお目にかかっていなかったのだから。

結果は 1人は松山大学でモニタしてもらい、あと 2人ほど全国のメンバーが見ていた。そ

れともう一つ、インターネット話で、その年に県下各団体の紹介ホームページを英語と日

本語で作ってUPした。そうすると世界の同HPから Japanのリンクは Ehimeだけだっ

た。そんな影響か 95年の秋に今治に業者が出来、やっと愛媛もネット時代の幕開けとなっ

た。私が何故ネット事業をしなかったか?めまぐるしく進化する社会では私の頭では付い

ていけないと感じたし、大手PCネット業者に勝ち目はないと最初から手を出さなかった。

余談が長すぎたが、こんな英単語の省略もそれ以来ご無沙汰していたが、海外と繋がり

が出来てメールやり取りしているうちに、送られたメールの文末に rcUJと書かれてい

た。一瞬???となって、翻訳ソフトでもそのままrcUJと表示されるだけ。ふと、先

の rcU-SeeMeJを思い出した。 Tシャツやロゴなど、イラスト等で r1 'VOOJは、

rL 0 V EJを「り」で表したりして、文章を短くする。ではチャットとかでキーボードで

打つ回数を減らす方法は?略語とかアルファベットを使ったりしている。社内業務でも多

少は使っていますが、対外的にはあまり使いませんが、こんな口語的な表現でメールが来

たら?堅苦しい会社用メールとは違って少し距離を縮めたのかな?とも，思った瞬間でもあっ

た。



第 25 8 6回

出席報告

1.出席会員(56名中)

2.出席免除

3.当日出席率

4.前々回補足修正率

会長の時間

出席表彰(12月)

・長野光正会員(24年)

・井上白文会員(23年)

委員長の時間

・12/20凶開催

例会記録

40名

3名

75. 47 % 
96. 23 % 

コールフ部 ・野球同好会合同忘年会のご案内

野球同好会キャプテン石川 隆文会員

. rロータリーの友J12月号要点紹介

雑誌委員長 三谷進一会員

・出席報告 出席委員長高原達也会員

会務報告

・1月6日(刈新年会のご案内(すし半高砂殿)

• 2月7目的愛媛第 I分匿 1Mのご案内

1.例会変更のお知らせ

【伊予三島RC】

①12月19日幽夜間例会 *伊予三島商工

会館 4Fにて、メーキャップ受付

②12月26日陰)休会

③ 1月2日陰)休会

④ 1月 9日後)夜間例会 *伊予三島商工

会館 4Fにて、メーキャップ受付

【観音寺東RC】

①12月16日同夜間例会 *観音寺グラン

ドホテルにて、メーキャ ップ受付 (10: 00 
-14: 00頃)

②12月23日同休会

③12月30日(刈休会

④ 1月13日例夜間例会 *観音寺グラン

ドホテルにて、メーキャップ受付(10: 00 
-14: 00頃)

2.今治ロータリークラブ

愛媛第 I分区インターシティーミーテイ

ング参加登録のお願い

H. 2 6. 12. 2 

3.四国中央ふれあい大学

第 96回 四国中央ふれあい大学講座

「劇団飛行船 マスクプレイミュージカル」

の開催について(ご案内)

*チケットご希望の方は、事務局までご連

絡下さい。

4. 2014年 12月 近隣クラブ例会のお知ら

せ(出席委員会)

ニコニコニュース

佐々木…① 11月 27日同ボーリング大会

の代りに後援した、「四国中央市

障害者交流スポーツ大会」に参加。

翌日、愛媛新聞の10面に、川之江

ロータリークラブ名が掲載されま

したので。

②11月 29、30Bと、毛利委員長

始め親睦委員の方々のお世話で広

島方面に夫婦で参加させて戴き、

ありがとうございました。街のイ

ルミネーションの中を散歩したり、

世界ーの熊野筆をプレゼント出来

たりで、夫婦円満の可能性が見え

て来た旅行でした。

③本日は次年度理事及び役員の選

出の「クラブ年次総会」です。選

考委員長始め委員の方々、宜しく

お願い致します。選考の問、 「家

族信託」というテーマで卓話させ

て戴きます。

宮内哲…①家族旅行、親睦委員会毛利委

員長、メンバーの皆様お世話にな

りました。初めて、宮島に行って

きましTこ。
②11月 26日、川信様の紹介で日

本フルハップ雑誌取材がありまし

た。二枚目に写真が撮れたかな?

③本日のクラブ年次総会、よろし

くお願いします。

石原…またまた還付金が…。矢野会員の

節約がこんなにも返ってきました。

飲んでも飲んでも余ります。石川

澄会員より大版の写真いただきま

しfこ。

大西宣…ロータリー親睦旅行に参加しまし

た。日曜日に松山でロータリー財

団の説明会があったので、 29B 



の懇親会のみ参加でしたが、ヒロ

シマの牡掘と地酒を堪能しました。

ご苦労様でした。

久 保… H班全員出席です。クリスマス

会を成功させよう!

鈴木宣…家族旅行お世話になりました。た

くさんの写真をいただきありがと

うございます。

寺井…毛利親睦委員長及び委員会の皆様、

家族旅行大変お世話になりました。

こじんまりとした旅行で、広島で

の楽しい食事と観光でした。おか

げで 2日間で 2kg弱肥えました。

尾藤…家族旅行に夜だけですが参加しま

した。毛利委員長、小山会員、お

世話になりました。翌日は、財団

セミナーで勉強して参りました。

ー 谷…親睦委員会のお世話で、尾道、宮

島、広島 l泊2臼で行ってきまし

た。尾道のロ ープウェイで千光寺

山へ行き、家内安全・商売繁盛、

私の周りの人々が幸せであります

様に祈りました。又、宮島では、

広銀小山様のお世話で願かけし

ていただきました。

毛利…家族旅行参加の皆様、大変お世話

になりありがとうございました。

クラブ年次総会 (会長担当)

「家族信託 ~信託活用のメリット~

佐々木敬史会長

*別室にて、選考委員会開催

(委員長)三好重忠会員

(委員)大塚幹夫会員

篠原正能会員

内田敏昭会員

福崎健司会員

石原紘一会員

近隣RCの例会日

12月11日同新居浜RC
(リーガ新居浜)

12月 11日同観音寺RC
(観音寺商工会議所)

12月12日幽伊予三島RC
(三島商工会館 4F) 

12月 16日(対新居浜南RC
(リーガ新居浜)

12月 16B (刈観音寺東RC
(夜間例会)

*観音寺グラ ンドホテルにて、メ ーキャ

ップ受付しております。

(10 : 00 ~ 14 : 00頃)

例会プログラム

12月 16日(刈

クリスマス家族会

(親睦委員会担当)

18: 30 ~ホテルグランフォーレ
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