
会 長 報 告

・先日の地区大会、天候にも恵まれまして、本当に皆さん、有難う
ございました。無事終了させて頂きました。そして、本日の例会に
もこんなにたくさん来て頂きまして有難うございました。メーキャッ
プされるので、かなり少ないのではないかと思い、卓話の講師の方
に失礼にならないかと心配しておりましたが、たくさん来て頂き、
本当に有難うございます。
・中澤ガバナーエレクトより次年度地区委員の委嘱状が届いており
ます。後程お渡し致します。北河原ガバナーには5つの指名がござ
います。冨川さん、有井さんが2つで後の方は１つです。
・先日太宰府ロータリークラブに行きました時に、（以前）こちら
から桜を植樹させて頂いたのですが、そのネームプレートがなくなっ
ていたので、新しくちゃんと作らせて頂きます、とのお話だったの
ですが、それを（作って）先日の地区大会にお持ち頂きました。後
で回覧します。

委 員 会 報 告

親睦活動委員会：河野委員
親睦活動委員会より、親睦ゴルフのお知らせを致します。
・4月16日（木）明後日ですが、新奈良G.C.で9：24よりスタートに
なりますので、参加の方は8：50頃お集まりください。
・4月22日（水）鴟尾の会親睦ゴルフにご参加の方は、8：00スター
トとなっておりますので、30分前に集合よろしくお願い致します。

親睦活動委員会：門脇副委員長
来週例会がありませんので、口頭でのお知らせは今日が 後になる
かと思います。神戸コンチェルトランチクルージングの親睦家族例
会ですが、4月26日（日）集合場所は近鉄奈良駅春日ホテル前に、
9：30集合でございます。欠席とされている方もまだ受け付けてお
りますので、どうぞ皆さん、ご参加の程、お願い致します。尚、今
日親睦活動委員会の方は、例会終了後、簡単な打ち合わせをしたい
と思いますので、ロビーにお集まりください。
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『ロータリアンとしての

誇りをもって』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第37回 4月14日
通算1736回

◎会員数 ７９名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５３名
◎欠席者 １３名
◎出席者 ５８名
◎出席率 ８１．６９％

第35回 3月31日
通算1734回の修正

◎会員数 ７９名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５３名
◎欠席者 ７名
◎補填者 ５＋５名
◎出席者 ７５名
◎出席率 ９７．４０％

例会プログラム

第38回4月26日

通算1737回

１．開会の点鐘

２．ソング

「春がきた」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．家族親睦例会

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 北河原 公敬

「ロータリーは心くばり」



幹 事 報 告

・次週は親睦例会の振替になりますので、こちらでの例会はございません。21日の例会は奈良
ホテルに来て頂いてもございませんので、ご注意ください。
・地区大会のお土産を当日お配りできませんでしたので、お帰りの際に必ずお持ち帰り頂きま
す様に宜しくお願い致します。

千玄室様よりお礼状
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新 聞 掲 載

4月13日 奈良新聞掲載

4月17日 奈良日日新聞掲載
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公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より委嘱状
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＊＊ Ｒ Ｉ 新会員推薦者のための認証プログラム ＊＊

★Recognized level : New Membership Backer - Bronze：新会員2～3名

・市田富久夫 君



Ｒ Ｉ 第2650地区より委嘱状
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卓 話

フリーアナウンサー 都築 由美 様
「現代ことば事情と美しい日本語のすすめ」

改めまして、皆様今晩は。ただいまご紹介に預かりました都築でございます。今日はこのよう
なお席にお招きいただきまして、本当にありがとうございます。多士済々で立派な方々が沢山
いらっしゃる中で、このように話をいたしますのは恐縮でございますけれども、しばらくの間
お付き合いください。今日は「現代ことば事情と美しい日本語のすすめ」と題してお話をいた
します。これまでも言葉に関しましては「 近の言葉は乱れている」とか「いや、それは乱れ
ではなく変化なのだ」などといろいろな議論が繰り返されてきました。皆様も言葉に関しては
一家言おありかと思います。私は「言葉も不易流行」だと思っております。つまり、変わって
行って良い物と変わらずに残さなくてはいけないものがあると思います。それが日本の美しい
言葉であろうと思います。先ほど私はアナウンサー以外に奈良市の教育委員を拝命していると
ご紹介いただきました。今日も午前中にその委員会の定例会がございまして、その中でも言葉
に関する話題がございました。教育委員の仕事の一つに奈良市立の小学校、中学校、高等学校
の卒業式に出席しまして、そこで祝辞を述べるというのがございます。祝辞の 後には必ず年
月日が入ります。今年は平成２７(にじゅうしち)年でございます。ところが、小学校、中学校
の先生方の式辞の中や式を進行して行く中でことごとく平成２７(にじゅうなな)年とおっしゃ
いました。これはおかしいのではないか？数字の数え方はあくまでも１(いち)２(に)３(さん)
４(し)５(ご)６(ろく)７(しち)であって、ここが７(なな)になるのはおかしい。これを聞き
「なるほど、ごもっとも」と思いました。そして私自身はどうであったのか一瞬考えたのです
が、これは私も常々意識している事でして、皆様もお気づきかとは思いますが、今、テレビや
ラジオなどの放送の中で７(しち)が７(なな)に変わっていることが多いと思います。さすがに
ＮＨＫはきちんと７(しち)と言っていますが、民放は７(なな)と言っているところが多いと思
います。つまり数字の１(いち)と７(しち)を間違えないようにという事なのですが、しかし七
回忌(しちかいき)は七回忌(しちかいき)であって七回忌(ななかいき)とは申しませんし、七匹
(ななひき)の仔ヤギよりは七匹(しちひき)の仔ヤギの方が良いように感じます。なので、半分
は我々メディアの責任でもあるのです。それ程、言葉とはどんどん変わっていきますし、使う
人が多くなれば、それが当たり前になりますし、影響も受けやすい。多くの人が使うと自分自
身も知らず知らずの内にそれがうつってしまって、気をつけければいけないと戒めています。
ただ、７(しち)に関しまして、私はアナウンサーのプライドにかけまして１(いち)と７(しち)
を間違えられるような滑舌の悪い発音はしないでおこうと心得て敢えて７(しち)と言っており
ますので、おそらくきちっと平成２７(にじゅうしち)年と言っていたと自分では確信しており
ます。そのような事も含めまして言葉を取り巻く状況は様々ではございますが、今日はここに
あります３つのポイント、若者言葉、過剰なへりくだり、あいまい表現に絞って話していきた
いと思います。まずは若者言葉です。皆様はあまり若者言葉と接する機会は多くないとは思い
ますが、私は大学で教えておりますとやはり若い人の言葉は気になる事だらけです。また、コ
ミュニケーションが取れなくなってきております。私は大学で日本語の技法という講義を受け
持っております。これは社会人としてやっていけるだけのコミュニケーション力をつけさせる
のがこの講義の目的です。ここで、我々が使っている言葉は長く呼び名が無かったそうです。
明治の初め、学校の教科にするにあたり、「国語」と名づけられました。そして日本語といわ
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れ始めたのは意外と新しく、東京オリンピックを機に海外から多くのお客様がいらして、様々
な外国語の一つとして日本語といわれるようになったそうです。その国語に関してですが、文
化庁が毎年、国語に関する世論調査を行っております。慣用句の意味の確認や、ニュースソー
スは新聞、テレビ、ネットのどれかを聞く、といった言葉やコミュニケーションに関する様々
な調査を行っております。少し前、平成２４年の調査で、自分自身の言葉にどの程度機を使っ
ているのかを問うています。その結果気を使っていると答えた人は約８割です。その中で普段、
若者言葉を使っていると言われる１０代、２０代の若者も８割以上が気を使っていると答えて
おります。そして意外にもあまり言葉に対して気を使っていないというのが、６０歳以上の方
となっています。そもそも「言葉」と言うものに対して人は非常に保守的なのだそうです。で
すので、６０歳以上の方はご自分の言葉は良いと思ってらっしゃる、さらに権力に近いところ
にいる方ほど自分の言葉に自身を持っていらっしゃるという傾向にあるそうですので、６０歳
以上の方が６８．８％という数字も頷けるかもしれません。そして、若い人も大学で教えてい
ますと実は悩み事を言ってきます。曰く言いたい事は沢山あるのだけれどいざ話そうとすると
言葉が見つからないそうです。実際授業でも急に名指しをしますと言葉が出てきません。それ
は答えがわからないのではなく、言葉を一つずつ引き出していかないと答えにならないという
事です。あなたの長所を書いてくださいという程度のレポートを書かせましても、「私の長所
は」で２０分、３０分と止まっているような生徒もいます。そのように若い人たちもいろいろ
悩んでいるのですが、なぜそのような事になるのか？一つには若者言葉があるように思います。
その若者言葉をいくつかのタイプに分けてみました。一つ目はＩＴに関係したような言葉です。
“ググる”、“ウィキる”このあたりはお分かりかと思いますが、Googleで調べる、Wikipedi
aで調べる、の意味です。次に“バグる”ですが、これはコンピュータのプログラム上の不具
合をバグというところから来ていまして、不都合な事が起こる事を“バグる”と言うようです。
それから“ディスる”は皆さんご存知でしょうか、Disrespectの略で、これは貶す、否定する
という意味らしいのです。先ほどの世論調査でもこの“ディスる”に関して聞いた事がありま
すかと調査したところ、聞いた事がない人が７３．３％だそうですので、まだまだ若者に限っ
て使われている言葉のようです。また“テクる”というのはテクニックを使うという意味で使
うらしいです。次の若者言葉のタイプとしましては省略する言葉があります。省略自体は以前
からありました。 “いつメン”でこれは「いつものメンバー」の略で、“じもメン”は「地
元のメンバー」、“ノーベン”は勉強していない「No勉強」の略で、“いみふ”は「意味不明」
ですが、単に意味がわからないだけではなく価値観が違うといった意味でも使うようです。
“禿同”これは「激しく同意」の意味で同意するのに激しくも何も無いと思うのですがこのよ
うに言うようです。“パない”は「半端ない」つまり度を越えて凄いという意味です。“あざ
す”これは「ありがとうございます」の略です。“ガンダ”これなどは全く判りませんが「ガ
ンガン、ダッシュで行く」だそうです。“インキャ”と“ヨウキャ”は対義語になっておりま
して「陰気なキャラクター」と「陽気なキャラクター」です。そして次は強調するタイプでこ
れは非常に種類が多いです。つまり今の子供たちはボキャブラリーが非常に少なく、そこを補
うために強調する言葉を沢山用意しています。“ウザい”と言う言葉があったとします。“ウ
ザい”だけではチョッと物足りないと“超ウザい”ですが、これはもう古く、いまは“やたら
ウザい”のような言葉を使います。ほかには“バリ”、“オニ”、“ハイパー”などがありさ
らにはすばらしく良い状態を“神”と言ったりします。また“超絶”と言う言葉もありますが、
言葉がどの程度を表すのかは非常に感覚的でして、内輪にしか理解できないようです。次には
言葉で遊んでみようと言うタイプでこのあたり、あまり罪は無いかと思います。暇な事を“ひ
またん”、つらい事を“つらたん”、ヤバイと“やばたん”、女性限定で使う言葉では可愛い
事を“きゃわたん”などがあります。“しょんどい”というのは「正直しんどい」事で、「今
日しょんどいの」と言うと「ふぁいてぃん」と言って励ましてくれます。“ありえんてぃー”
と言うのは、「借りぐらしのアリエッティ」と言うアニメをもじって有り得ない事を指して使
うようです。“ベッケンバウワー”これはもともとサッカー選手の名前なのですが“別件”に
引っ掛けて使っているようです。また別のタイプとしては若者で無いと判らない様な感性のも
のがあります。“ハイエナ”は他人の持ち物を勝手に使ったり、他人のものを勝手に食べたり
する事です。“プリン”は金に染めた髪が伸び、頭頂部から黒い地毛が出た状態を指します。
“ウーロン茶”は「ウザいロン毛の茶髪」の事です。それから“豚切”は「ぶった切る」です
し、“鉄板”はもともと鉄板が非常に堅い事から確実なことを言います。“他界”などは軽々
しく使う言葉ではないのですが、若者の言葉についていけなくなったときに言われました。今
見ていただきました若者言葉の特徴と問題点ですが、一つ目は非常にリズミカルなノリを大切
にしています。感性的、感覚的でそこに意味が無いので、考えるための言葉にならないという
事です。あるいは先ほどの「ウーロン茶」のように他人を貶めるひどい言葉を軽い感覚で使っ
てしまう。その事が新たな差別を生み出すような危険な感覚を感じています。同じように“リ
カちゃん”でこれは「理系の女の子」のことですが、これと同じような感覚で障害を持った方
を“ショウちゃん”と言ったりします。ですが、このような言葉は使うべきではありません。
しかし、それを非常に軽くノリで使ってしまう。また、大人とは違った表現をしようとします
ので、若者同士で話すときはそのような言葉を使わないと仲間意識が保てないようです。卑近
な話で恐縮ですが私の高校生の子供も家で話す言葉と友人との会話で使う言葉は使い分けてい

7



るようです。非常に同調的、体制迎合的で、仲間内での価値観の共有を強制されるようで疲れ
るそうです。その結果自分の気持ちや考えを伝えたいときに言葉が見つからないと言う若者が
増えてきていると思います。いまや若者の表現力は見るも無残な事になっており、これはある
テストの回答ですが、「携帯電話の功罪について論ぜよ」との問いに「仲間といて仲間に仲間
はずれにされても一人でメールをうって自分には他ではこんなんじゃないぞと仲間にやり逃げ
れる事」これで意味がわかりますでしょうか？まずは“仲間”がいっぱい出てきて作文のイロ
ハも判ってない所は置いておくとしても、携帯電話の功罪という命題に対して抽象的な思考が
欠落しており、自分の日常をただ書き写す程度の言葉しか持っていないという事が感じられま
す。また、「テレビの功罪について論ぜよ」との命題に対しては「テレビで戦争の映像が流れ
ていてもスーパー行くから、すぐ消してスーパーに行ったりなど、自分で好き勝手に見たり消
したりできる」これも、テレビは自分の都合の良いときにいつでも見たり消したりできると言
う程度の事を、この人にとってはスーパーなどと言う日常の具体性を持ってしか表現できない、
しかし決して学力的に劣っている事ではないそうです。すべての若者がそうではないのですが、
若者のボキャブラリーの貧困さは、若者言葉以外の言葉を知らないことにあり、こういった若
者を何とかしていかないと、コミュニケーションをとる事が難しくなってきます。一方、市民
権を得た新語というものもあります。ただ、 近の新語は語感が汚いですよね。印象を大切に
すると言うのはどのような世代、世界でも共通しています。ですので、周りが使うと言う理由
でこのようなあまり美しくない言葉を使うのはどうかと思います。次に二つ目として過剰なへ
りくだりです。 近、教育の仕事で文科省の会議に出る事が多いのですが、そこでこのような
表現を耳にします。「本日の資料は机の上にお配りしてございます」「この資料はホームペー
ジで公表するというカタチでまとめさせて頂いてございます」 “カタチ”といのもぼやかし
たあいまい表現ですが、「まとめております」とか「まとめさせていただきました」ならまだ
良いのですが、ほぼこれは文科省のマニュアルになっているのかと思います。一つには言葉の
価値低減の法則というのがございまして、言葉が繰り返し使われているうちに刺激が失われ、
より刺激の強い言葉に取って代わられる事になります。“お客”と言っていたのが“お客様”
と言うような変化です。刺激が失われるのでどんどん新しい表現に変わっていく、さらに冗長
度と言うものもあり、言葉は長くなればなるほど丁寧に聞こえます。三つ目としてあいまい表
現です。「無差別殺人は良くないかなと思う」などのように正論を言うのになぜ“かな”など
と言うあいまいな表現を使う必要があるのでしょうか？「今日とか時間とかあったりします？」
この表現は相手を気遣っての事だと思います。「この味私好きかも」と言う表現はそれを否定
されるのが怖くて、独り言のような言い方をしているようです。今の世の中が断言できない、
または責任を負いたくないと言う気持ちがあるのかも知れません。しかし、このようなあいま
いな表現や、先ほどお見せしたようなうんざりするような過剰なへりくだりと言ったものをま
ずは止める事で、大人の言葉を充実させ、その上で若者に手を差し伸べて、彼らと違う次元の
私たちの言葉で会話ができるような試みが必要だと思います。 後にこのような言葉がござい
ます。「言葉は身の文」、言葉はその人の人柄や品格を表すものです。詩人の谷川俊太郎さん
は「日本は今、言葉のインフレーションだ」とおっしゃっていました。このままでは言葉がや
せ細っていくのではないかという懸念さえあります。「言霊の幸ふ国」、「敷島の大和の国は
言霊の幸はふ国ぞ真幸くありこそ」日本は言葉で幸せになれる国で、間違った言霊信仰は避け
て通りたいのですが、言葉とはその言葉で他人を傷つけるのではなく、言葉で互いが幸せにな
る、そういう言葉を、皆様には是非沢山使っていただきたいと思いますし、私も言葉に携る人
間としてますます精進していきたいと思います。ご清聴いただきまして、真にありがとうござ
いました。
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（2014～2015）奈良大宮ロータリークラブ第３回親睦ゴルフコンペ

平成２７年４月１６日（木）
場所 新奈良ゴルフ倶楽部

参加者
福本 良平、植村 将史、平方 貴之、河野 里志、中村 信清、渡辺 英孝、小林 一士、増井 義久、
佐川 肇、石野 捨雄、中條 章夫、森山 斗福、冨川 悟、潮田 悦男、髙野 治、山口 尚紀、
谷川 千代則、市田 富久夫、國原 正記、中奥 雅巳

優勝：佐川 肇

準優勝：山口 尚紀 ３位：河野 里志
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ニコニコ箱 本日計 82,000円 累計 2,411,600円

福本良平 君 地区大会無事終わりました。会員の皆様 感謝申し上げます。
松岡弘樹 君 都築さん本日の卓話楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
高辻良成 君 地区大会が無事、成功裏に終わりました。有井地区幹事長をはじめ、地区大

会委員会の皆様、会員の皆様、大変おつかれさまでした。
北河原公敬君 過日の地区大会ではクラブの皆様に大変お世話になり、また好天にも恵まれ、

大成功に終わったようです。地区外の来賓の皆様も賛辞を送ってくださいま
した。本当にありがとうございました。尚26日の家族例会は福井へ行きます
ため出席出来ません。お許しください。

飯田二昭 君 地区大会お疲れ様でした。皆様の御尽力、心くばりに敬意を表し感謝申し上
げます。

武藤廣茂 君 先日の地区大会では、クラブ皆様の絶大なる御協力で、無事終了する事が出
来ました。本当にありがとうございました。

中條章夫 君 地区大会御苦労様でした。一致団結で乗り切れた事が一番良かったです。
麹谷 瀞 君 地区大会が無事に盛況裏にすんだ事を喜んで。地区大会に出席された太宰府R.

C.から新しい標札と満開の桜の写真を持って来て下さいました。太宰府から
いただいた梅はどうしているのでしょうか。

橋本和典 君 地区大会お疲れ様でした。エクスカーション担当、山本尚永さん、森さん、
市田さん、大変お世話になりました。有難うございました。

小池恭弘 君 RI第2650地区2015年地区大会北河原ガバナー様 大変御苦労様でした。
北神徳明 君 すばらしかった地区大会 奈良大宮ロータリークラブのさらなる発展を。
潮田悦男 君 地区大会、皆様御苦労様でした。
多田 実 君 地区大会大成功に終りました。ニコニコ
中嶌 大 君 お疲れ様でした。
野末勝宏 君 地区大会の大成功をお祝いして。
清岡義教 君 地区大会大成功を記念して。そして皆様、おつかれ様でした。
河野里志 君 地区大会、良い経験となりました。
弓場裕史 君 地区大会成功裏に終えられました。会員の皆様おつかれ様でございました。
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
谷川千代則君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
植倉一正 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力

次回の例会 平成２７年４月２８日(火)
卓話 一般財団法人 南都経済研究所 理事長 田村 健吉 様
演題 「 近の金融・経済情勢について」

平成２７年５月５日（火） 休会

次々回の例会 平成２７年５月１２日（火）

クラブ討論会（社会奉仕委員会担当）
卓話 春日山原始林を未来へつなぐ会 会長 遊津 隆義 様
演題 「地球温暖化の現状から春日山原始林を考える」

●会報・IT委員会/辻本和弘 小原靖浩 植倉一正 鈴木譲 野末勝宏 webmaster/辻本和弘


